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AWS Database Migration Service と
は?

AWS Database Migration Service(AWS DMS) は、リレーショナルデータベース、データウェアハウ
ス、NoSQL データベース、およびその他のタイプのデータストアの移行させるためのクラウドサービスで
す。AWS DMS を使用して、AWS クラウド にまたはクラウド セットアップとオンプレミス セットアップ
の組み合わせの間にデータを移行できます。

を使用するとAWS DMS、ソースデータストアの検出、ソーススキーマの変換、およびデータの移行を行
うことができます。

• ソースデータインフラストラクチャを見つけるには、DMS Fleet Advisor を使用できます。このサービス
は、オンプレミスのデータベースと分析サーバーからデータを収集し、AWSクラウドに移行できるサー
バー、データベース、スキーマのインベントリを作成します。

• 異なるデータベースエンジンに移行する場合、DMS スキーマ変換を使用できます。このサービスは、
ソーススキーマを自動的に評価して新しいターゲットエンジンに変換します。または、AWS Schema 
Conversion Tool (AWS SCT) をローカル PC にダウンロードしてソーススキーマを変換することもでき
ます。

• ソーススキーマを変換し、変換したコードをターゲットデータベースに適用すると、AWS DMSを使用
してデータを移行させることができます。1 回限りの移行を実行する場合、または継続的な変更をレプ
リケートする場合、ソースとターゲットの同期を維持することができます。AWS DMS は AWS クラウ
ド の一部であるため、AWS のサービスが提供するコスト効率性、市場投入の迅速化、セキュリティ、
柔軟性を実現できます。

基本的に、AWS DMS はレプリケーション ソフトウェアを実行する AWS クラウド 内のサーバーです。お
客様は、ソースとターゲットの接続を作成し、抽出元とロード先を AWS DMS に指示します。その後、こ
のサーバーで実行するタスクをスケジュールし、データを移動します。AWS DMS は、テーブルと関連付
けられたプライマリキーがターゲットに存在しない場合はそれらを作成します。選好しだいで、ターゲッ
トテーブルを手動で作成することができます。または、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用
して、ターゲットテーブル、インデックス、ビュー、トリガーなどの一部またはすべてを作成できます。

以下の図は、AWS DMS のレプリケーション プロセスを示したものです。

リファレンス:

• AWSAWS DMSサポートするリージョン —AWS サポートするリージョンについてはAWS DMS、を参
照してくださいAWS DMS レプリケーション インスタンスを使用する (p. 125)。

• データベース移行のコスト — データベース移行のコストについては、AWS Database Migration Service
をご参照ください。

• AWS DMS機能と利点 — 機能と利点については、「AWS DMSAWS Database Migration Service機能」
を参照してください。

• 利用可能なデータベースオプション — Amazon Web Services で利用できるさまざまなデータベースオ
プションの詳細については、「をご参照ください。
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AWS DMS が実行する移行タスク
AWS DMS は、移行プロジェクトに関係する難しいタスクや単調なタスクの多くを引き受けます。

• 従来のソリューションでは、容量分析の実行、ハードウェアおよびソフトウェアの調達、システムのイ
ンストールと管理、インストールのテストとデバッグが必要です。AWS DMS は、移行に必要なすべ
てのハードウェアおよびソフトウェアのデプロイ、管理、モニタリングを自動的に管理します。AWS 
DMS 設定プロセスを開始してから数分以内に稼働状態にすることができます。

• AWS DMS では、実際のワークロードに合わせて必要に応じて移行リソースをスケールアップ (または
スケールダウン) できます。たとえば、ストレージを追加する必要があると判断した場合、割り当てら
れたストレージを簡単に増やして、移行を再開 (通常は数分以内に) することができます。

• AWS DMS pay-as-you-go モデルを使用します。前払いの購入コストや継続的なメンテナンス費用が必
要な従来のライセンスモデルとは異なり、使用した AWS DMS リソースに対してのみお支払いいただき
ます。

• AWS DMS は、ハードウェアとソフトウェア、ソフトウェアのパッチ適用、エラーレポートなど、移行
サーバーをサポートするすべてのインフラストラクチャを自動的に管理します。

• AWS DMS は、自動フェイルオーバーを提供します。プライマリレプリケーションサーバーが何らかの
理由で停止した場合、バックアップレプリケーションサーバーがサービスをほとんどまたはまったく中
断させることなく引き継ぐことができます。

• AWSDMS フリートアドバイザーは、データインフラストラクチャを自動的にインベントリします。移
行候補者を特定し、移行を計画するのに役立つレポートを作成します。

• AWSDMS スキーマ変換は、ソースデータプロバイダーの移行の複雑さを自動的に評価します。また、
データベーススキーマとコードオブジェクトを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に変換
し、変換後のコードを適用します。

• AWS DMS では、現在実行しているデータベースエンジンよりおそらくコスト効果の高い最新のデー
タベースエンジンに切り替えることができます。たとえば、AWS DMS では、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora により提供されるマネージドデータベース 
サービスを活用できます。または、Amazon Redshift、さらに Amazon DynamoDB などの NoSQL プ
ラットフォーム、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などの低コストのストレージプラット
フォームにより提供されるマネージド データウェアハウスに移行できます。逆に、古いインフラストラ
クチャから移行するが、同じデータベースエンジンを引き続き使用する場合、AWS DMS によりそのプ
ロセスもサポートされます。

• AWS DMS は、今日最も人気のあるほぼすべての DBMS エンジンにソース エンドポイントとして対応
しています。詳細については、「データ移行のソース (p. 160)」を参照してください。

• AWS DMS は利用可能なターゲット エンジンを幅広く網羅しています。詳細については、「データ移行
のターゲット (p. 325)」を参照してください。

• サポートされている任意のデータソースから、サポートされている任意のデータターゲットに移行でき
ます。AWS DMS は、サポートされているエンジン間での完全に異種のデータ移行をサポートしていま
す。

• AWS DMS により、データ移行は安全に保たれます。保存データは AWS Key Management Service 
(AWS KMS) 暗号化によって暗号化されます。移行時は、Secure Socket Layer (SSL) を使用して、ソー
スからターゲットに移動する転送中のデータを暗号化できます。
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AWS Database Migration Service の
作動原理

AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、ソースデータストアからターゲットデータストアへ
のデータの移行に使用できるウェブサービスです。この 2 つのデータストアはエンドポイントと呼ばれ
ます。移行は、同じデータベースエンジンを使用するソースエンドポイントとターゲットエンドポイン
ト (Oracle データベースと Oracle データベースなど) の間で行うことができます。移行は、異なるデー
タベースエンジンを使用するソースエンドポイントとターゲットエンドポイント (Oracle データベースと 
PostgreSQL データベースなど) の間で行うこともできます。AWS DMS を使用する唯一の要件は、エンド
ポイントの 1 つが AWS サービス上にあることです。AWS DMS を使用して、オンプレミスのデータベー
スから別のオンプレミスのデータベースに移行することはできません。

データベース移行のコストについては、「AWS Database Migration Service の料金」をご参照ください。

次のトピックを使用して AWS DMS についての理解を深めます。

トピック
• AWS DMS の概要 (p. 3)
• AWS DMS のコンポーネント (p. 4)
• AWS DMS のソース (p. 9)
• AWS DMS のターゲット (p. 10)
• AWS DMS の Amazon リソースネーム (ARN) の構築 (p. 11)
• AWS DMS を他のAWSサービスと併用する  (p. 13)

AWS DMS の概要
データベースの移行を実行するには、AWS DMS はソースデータストアに接続し、ソースデータを読み取
り、ターゲットデータストアが使用できるようにデータをフォーマットします。次に、ターゲットデータ
ストアにデータをロードします。この処理のほとんどはメモリ内で行われますが、大きいトランザクショ
ンではディスクへのバッファリングが必要になることがあります。キャッシュされたトランザクションと
ログファイルもディスクに書き込まれます。

大まかに述べると、AWS DMS を使用するときの操作は次のとおりです。

• ネットワーク環境内で、移行に適したデータベースを見つけてください。
• ソースデータベーススキーマとほとんどのデータベースコードオブジェクトを、ターゲットデータベー

スと互換性のある形式に自動的に変換します。
• レプリケーションサーバーを作成します。
• データストアに関する接続情報を持つソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成しま

す。
• ソースデータストアとターゲットデータストアの間でデータを移行するには、1 つ以上の移行タスクを

作成します。

タスクは、3 つの主なフェーズで構成できます。
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• 既存データの移行 (全負荷)
• キャッシュされた変更の適用
• 継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ)

ソースの既存のデータがターゲットに移動される全ロード移行時、AWS DMS はソースデータストア上
のテーブルからターゲットデータストア上のテーブルにデータをロードします。全ロードの進行中、ロー
ドするテーブルに加えられた変更はすべてレプリケーションサーバーにキャッシュされます。これらが
キャッシュされた変更点です。AWS DMS は、特定のテーブルの全ロードが開始されるまで、そのテーブ
ルの変更をキャプチャしない点に注意することが重要です。つまり、変更キャプチャが開始されるポイン
トは、個々のテーブルごとに異なります。

特定のテーブルの全ロードが完了すると、AWS DMS はすぐにそのテーブルのキャッシュされた変更を適
用し始めます。テーブルがロードされ、キャッシュされた変更が適用されると、AWS DMS は、進行中の
レプリケーショ ンフェーズのトランザクションとして変更を収集し始めます。トランザクションにテーブ
ルがまだ完全にロードされていない場合、変更はレプリケーション インスタンスにローカルに保存されま
す。AWS DMS がキャッシュされた変更をすべて適用すると、テーブルはトランザクション面で一貫した
ものになります。この時点で、AWS DMS は継続的なレプリケーション フェーズに移り、変更がトランザ
クションとして適用されます。

継続的なレプリケーションフェーズの開始時、トランザクションのバックログにより、ソースデータベー
スとターゲットデータベースの間に通常いくらかの遅延が発生します。このトランザクションバックログ
が終わると、移行は最終的に安定した状態になります。この時点で、アプリケーションをシャットダウン
して、残りのトランザクションをターゲットに適用できるようにし、ターゲットデータベースをポイント
するようになったアプリケーションを起動できます。

AWS DMSは、データ移行の実行に必要なターゲットスキーマオブジェクトを作成します。を使用すると
AWS DMS、最小限のアプローチで、データを効率的に移行するのに必要なオブジェクトのみを作成でき
ます。この方法では、テーブル、プライマリキー、AWS DMS場合によっては一意のインデックスが作成
されますが、ソースからデータを効率的に移行するために必要ではない他のオブジェクトは作成されませ
ん。

または、AWS DMS内で DMS Schema Converation を使用して、ソースデータベーススキーマとほとんど
のデータベースコードオブジェクトを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換でき
ます。この変換には、テーブル、ビュー、ストアドプロシージャ、関数、データ型、シノニムなどが含ま
れます。DMS スキーマ変換で自動的に変換できないオブジェクトには、わかりやすいマークが付けられま
す。移行を完了するには、これらのオブジェクトを手動で変換できます。

AWS DMS のコンポーネント
このセクションでは、AWS DMS の内部コンポーネントと、データ移行におけるそのコンポーネントの動
作について説明します。AWS DMS の基礎となるコンポーネントを理解することで、効率的にデータを移
行し、問題のトラブルシューティング時および調査時に優れた洞察を得ることができます。

AWS DMS移行は、移行するデータベースの検出、自動スキーマ変換、レプリケーションインスタンス、
ソースとターゲットのエンドポイント、およびレプリケーションタスクの 5 つのコンポーネントで構成さ
れます。AWS DMS移行を作成するには、必要なレプリケーションインスタンス、エンドポイント、タス
クをに作成しますAWS リージョン。

データベースの検出

DMS Fleet Advisor は複数のデータベース環境からデータを収集し、データインフラストラクチャ
に関するインサイトを提供します。DMS Fleet Advisor は、すべてのコンピューターにインストー
ルする必要なく、1 つ以上の中央ロケーションからすべてのオンプレミスデータベースから、1 

4



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
コンポーネント

つ以上の中央ロケーションからデータを収集します。現在、DMS Fleet Advisor は Microsoft SQL 
Server、MySQL、Oracle、PostgreSQL データベースサーバーをサポートしています。

ネットワークから検出されたデータに基づいて、DMS Fleet Advisor は、モニタリング対象のデータ
ベースサーバとオブジェクトを決定するために確認できるインベントリを構築します。これらのサー
バー、データベース、およびスキーマの詳細が収集されるため、目的とするデータベース移行を実行
可能かを分析できます。

スキーマおよびコード移行

の DMSAWS DMS スキーマ変換により、異なるタイプのデータベース間でのデータベース移行をより
予測しやすくなります。DMS Schema Conversion を使用して、ソースデータプロバイダーの移行の
複雑さを評価し、それを使用してデータベーススキーマとコードオブジェクトを変換できます。その
後、変換されたコードをターゲットのデータベースに適用できます。

DMS Schema Conversion は、大まかに言うと、インスタンスプロファイル、データプロバイダー、
移行プロジェクトの 3 つのコンポーネントで動作します。インスタンスプロファイルは、ネットワー
クとセキュリティの設定を指定します。データプロバイダーはデータベース接続認証情報を保存しま
す。移行プロジェクトには、データプロバイダー、インスタンスプロファイル、および移行ルールが
含まれます。 AWS DMSデータプロバイダーとインスタンスプロファイルを使用して、データベース
スキーマとコードオブジェクトを変換するプロセスを設計します。

レプリケーションインスタンス

大まかに説明すると、AWS DMS レプリケーション インスタンスとは、1 つ以上のレプリケーション 
タスクをホストするマネージド Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)の インスタンスです。

関連付けられたいくつかのレプリケーションタスクを実行するレプリケーションインスタンスの例を
以下の図に示します。

移行の特性とレプリケーションサーバーの容量に応じて、1 つのレプリケーションインスタンスを使
用して、1 つ以上のレプリケーションタスクをホストできます。AWS DMS では、ユースケースに最
適な設定を選択できるように、さまざまなレプリケーションインスタンスが用意されています。レプ
リケーションインスタンスのさまざまなクラスの詳細については、「移行に適した AWS DMS レプリ
ケーション インスタンスを選択する (p. 128)」をご参照ください。

AWS DMS はレプリケーション インスタンスをAmazon EC2 インスタンスに作成します。サービスの
テストや小規模な移行の場合、いくつかの小さいインスタンスクラスで十分です。移行に多数のテー
ブルが関与する場合や、複数の同時レプリケーションタスクを実行する予定の場合、大きいインスタ
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ンスを 1 つ使用することを検討してください。AWS DMS はかなりのメモリと CPU を消費する可能
性があるため、このアプローチが推奨されます。

選択したAmazon EC2インスタンスクラスに応じて、レプリケーション インスタンスには 50 GB また
は 100 GB のデータストレージが付属しています。ほとんどのお客様にとって、通常このストレージ
容量は十分な量です。ただし、移行で大規模なトランザクションや大量のデータ変更が発生する場合
は、基本ストレージの割り当てを増やすことを検討します。変更データキャプチャ (CDC) によって、
データがディスクに書き込まれる可能性があります。これは、ターゲットから変更が書き込まれる速
度によって異なります。ログファイルもディスクに書き込まれるため、ロギングの重要度を高くする
と、ストレージの消費量も増加します。

AWS DMS は、マルチ AZ 配置を使用して高可用性およびフェイルオーバーサポートを提供しま
す。AWS DMS のマルチ AZ 配置では、異なるアベイラビリティーゾーンにレプリケーションインス
タンスのスタンバイレプリカが自動的にプロビジョニングされ、維持されます。プライマリレプリ
ケーション インスタンスは、同期的にスタンバイレプリカにレプリケートされます。プライマリレプ
リケーション インスタンスに障害が発生するか、応答しない場合、スタンバイ状態で中断時間をでき
る限り抑えて、実行中のタスクを再開します。プライマリはその状態を常にスタンバイにレプリケー
ションしているため、マルチ AZ 配置ではパフォーマンス上のオーバーヘッドが発生します。

AWS DMS レプリケーションインスタンスの詳細については、「AWS DMS レプリケーション インス
タンスを使用する (p. 125)」をご参照ください。

エンドポイント

AWS DMS は、エンドポイントを使用してソースまたはターゲットのデータストアにアクセスしま
す。具体的な接続情報はデータストアによって異なりますが、一般的にエンドポイントを作成すると
きは次の情報を指定します。
• エンドポイントタイプ - ソースまたはターゲット。
• エンジンタイプ-データベースエンジンのタイプ（Oracle、PostgreSQL など）。
• サーバー名 - AWS DMS が到達可能なサーバー名または IP アドレス。
• ポート - データベースサーバー接続に使用されるポート番号。
• 暗号化 - Secure Sockets Layer (SSL)モード（SSL を使用して接続を暗号化する場合）。
• 認証情報 - 必要なアクセス権限を持つアカウントのユーザー名とパスワード。

AWS DMS コンソールを使用してエンドポイントを作成する場合は、コンソールでエンドポイント接
続をテストする必要があります。AWS DMSタスクでエンドポイントを使用する前に、テストが成功
する必要があります。接続情報と同様に、特定のテスト基準はエンジンの種類によって異なります。
一般的に、AWS DMS では、指定されたサーバー名とポートにデータベースが存在することと、提供
された認証情報を使用して、移行を実行するために必要なアクセス許可を持つデータベースに接続で
きることを検証します。接続テストが成功すると、AWS DMS は、スキーマ情報をダウンロードして
格納します。この情報は、後でタスク設定時に使用できます。スキーマ情報には、テーブル定義、プ
ライマリキー定義、一意キー定義などがあります。

複数のレプリケーションタスクで 1 つのエンドポイントを使用することもできます。たとえば、2 つ
の論理的に異なるアプリケーションがあり、これらが同じソースデータベースにホストされていて、
これらを別々に移行するとします。この場合は、アプリケーションテーブルのセットごとに 1 つず
つ、2 つのレプリケーションタスクを作成します。両方のタスクで、同じ AWS DMS エンドポイント
を使用できます。

エンドポイント設定を使用して、エンドポイントの動作をカスタマイズできます。エンドポイント設
定では、ロギングの詳細、ファイルサイズ、その他のパラメータなど、さまざまな動作を制御できま
す。データストアエンジンの種類ごとに、利用できるエンドポイント設定が異なります。各データス
トアの特定のエンドポイント設定は、そのデータストアのソースまたはターゲットセクションにあり
ます。サポートされているソースとターゲットデータストアのリストについては、「AWS DMS の
ソース (p. 9)」と「AWS DMS のターゲット (p. 10)」をご参照ください。

AWS DMS エンドポイントの詳細な情報については、「AWS DMS エンドポイントの使用 (p. 157)」
をご参照ください。
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レプリケーションタスク

一連のデータをソースエンドポイントからターゲットエンドポイントに移動するには、AWS DMS レ
プリケーションタスクを使用します。レプリケーションタスクの作成は、移行を開始する前に最後に
実行する必要があります。

レプリケーションタスクの作成時に以下のタスク設定を指定します。
• レプリケーションインスタンス - タスクをホストして実行するインスタンス
• ソースエンドポイント
• ターゲットエンドポイント
• 移行タイプオプションは次にリストされるとおりです。移行タイプのオプションの詳細な説明につ

いては、「[Creating a task] (タスクの作成) (p. 483)」をご参照ください。
• 全ロード (既存データの移行) - 既存のデータをコピーできる長さの停止が許容される場合は、こ

のオプションが選択に適します。このオプションでは、ソースデータベースからターゲットデー
タベースにデータがそのまま移行され、必要に応じてテーブルが作成されます。

• 全ロード + CDC (既存のデータを移行して、継続的な変更をレプリケート) - このオプションで
は、ソースで変更をキャプチャしながら、全データロードが実行されます。フルロードが完了す
ると、キャプチャされた変更がターゲットに適用されます。最終的に、変更の適用は安定した状
態に到達します。この時点で、アプリケーションをシャットダウンし、残りの変更がターゲット
に移動するようにした後、ターゲットをポイントするアプリケーションを再起動できます。

• CDC のみ（データ変更のみレプリケート） - 状況によっては、AWS DMS 以外の方法を使用して
既存のデータをコピーした方が効率的である場合があります。たとえば、同機種間移行では、一
括データのロードにネイティブのエクスポート/インポートツールを使用する方が効率的になる可
能性があります。その場合は、AWS DMS を使用し、一括ロードを開始したときから変更をレプ
リケートして、ソースデータベースとターゲットデータベースの同期を保つことができます。

• ターゲットテーブル準備モードオプションは以下にリストされるとおりです。ターゲットテーブ
ルモードの詳細な説明については、「[Creating a task] (タスクの作成) (p. 483)」をご参照くださ
い。
• 何もしない – AWS DMS ではターゲットテーブルがターゲットで事前に作成されていることを前

提とします。
• ターゲット上のテーブルを削除 – AWS DMS はターゲットテーブルを削除して再作成します。
• 切り捨て – ターゲットでテーブルを作成済みである場合、AWS DMS は移行のスタート前にそれ

らを切り捨てます。テーブルが存在しない場合、このオプションを選択すると、AWS DMS は不
足しているテーブルを作成します。

• LOB モードオプションは以下にリストされるとおりです。LOB モードの詳細な説明については、
「AWS DMS タスクのソースデータベースの LOB サポートの設定 (p. 522)」をご参照ください。
• LOB 列を含めない – LOB 列は移行対象から除外されます。
• 完全 LOB モード – サイズに関係なく LOB 全体を移行します。AWS DMS は [Max LOB Size] (最

大 LOB サイズ) パラメータで制御されるチャンクの単位で LOB を移行します。このモードは制
限付き LOB モードを使用するよりも低速です。

• 制限付き LOB モード – LOB を[Max LOB Size] (最大 LOB サイズ) で指定された値まで切り詰めま
す。このモードは完全 LOB モードを使用するよりも高速です。

• テーブルマッピング – 移行するテーブルと移行方法を示します。詳細については、「テーブルマッ
ピングを使用して、タスクの設定を指定する (p. 534)」を参照してください。

• データ変換は以下にリストされるとおりです。データ変換の詳細については、「 JSON を使用する
テーブル選択および変換を指定する (p. 537)」をご参照ください。
• スキーマ、テーブル、および列の名前を変更します。
• テーブルスペース名の変更 (Oracle ターゲットエンドポイント用)。
• ターゲットのプライマリキーと一意のインデックスを定義します。

• [Data validation] (データ検証)
• CloudWatch アマゾンロギング
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タスクを使用してソースエンドポイントからターゲットエンドポイントにデータを移行します。タ
スク処理はレプリケーションインスタンスで実行されます。ログ記録要件、制御テーブルデータ、エ
ラー処理など、移行するテーブルとスキーマ、および特別な処理を指定します。

概念的には、AWS DMSレプリケーションタスクは、次の図に示すように 2 つの異なる機能を実行し
ます：

全ロードプロセスは、簡単に理解できます。データは、ソースから一括抽出で抽出され、ターゲット
に直接ロードされます。AWS DMS コンソールの [詳細設定] で、抽出して並列にロードするテーブル
の数を指定できます。

AWS DMS タスクの詳細については、「AWS DMS タスクの使用 (p. 481)」をご参照ください。
継続的なレプリケーションまたは変更データキャプチャ (CDC)

AWS DMS タスクを使用して、ターゲットへのデータの移行中にソースデータストアへの継続的な変
更をキャプチャすることもできます。ソースエンドポイントから継続的な変更をレプリケートすると
きに AWS DMS が使用する変更キャプチャプロセスは、データベースエンジンのネイティブ API を使
用することでデータベースログへの変更を収集します。

CDC プロセスで、レプリケーションタスクは、メモリ内のバッファを使用して転送中のデータを保持
することによって、ソースからターゲットへの変更をストリーミングするように設計されています。
何らかの理由でメモリ内バッファが枯渇すると、レプリケーションタスクによって、ディスク上の
キャッシュの変更は保留中に変更されます。この状況は、たとえば、AWS DMS がソースからの変更
をターゲットに適用できるよりも速く取得している場合に発生します。この場合、タスクのターゲッ
トレイテンシーが、タスクのソースレイテンシーを超えていることがわかります。

これを確認するには、AWS DMS コンソールでタスクに移動し、[タスクのモニタリング] タブを開き
ます。CDCLatencyTarget グラフと CDCLatencySource グラフはページの下部に表示されます。ター
ゲットのレイテンシーを示すタスクがある場合は、アプリケーションの速度を上げるために必要な
ターゲットエンドポイントのチューニングがある可能性があります。

上記で説明したように、レプリケーションタスクではタスクログ用のストレージも使用されます。通
常、レプリケーションインスタンスで事前設定されているディスク容量では、十分に変更をログ記録
および反映することができます。追加のディスク容量が必要な場合 (例: 詳細なデバッグを使用して移
行の問題を調査する場合)、レプリケーションインスタンスを変更してより多くの容量を割り当てるこ
とができます。
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AWS DMS のソース
AWS DMS を使用したデータ移行のソースエンドポイントとして、以下のデータストアを使用できます。

オンプレミスおよび EC2 インスタンスデータベース

• Enterprise、Standard、Standard One、および Standard Two エディションの Oracle バージョン 10.2 以
降 (バージョン 10.x)、11g、12.2、18c、および 19c まで

• Enterprise、Standard、Workgroup、Developer エディションの Microsoft SQL Server バージョン 
2005、2008、2008R2、2012、2014、2016、2017、2019。Web および Express エディションはサポー
トされていません。

• MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0

Note

ソースとしての MySQL 8.0 は、AWS DMS バージョン 3.4.0 以降で対応します。ただし、トラ
ンザクション ペイロードが圧縮されている場合を除く。

• MariaDB (MySQL 互換データソースとしてサポート) バージョン 10.0 (バージョン 10.0.24 以
降)、10.2、10.3、10.4、10.5。

Note

ソースとしての MariaDB のサポートは、MySQL がサポートされているすべての AWS DMS 
バージョンで利用できます。

• PostgreSQL バージョン 9.x 以降 (バージョン 9.x 
用)、10.x、11.x、12.x、13.、14.x、14.x、14.x、14.x、13.、14.x、14.x、14.x、14.x、14.x、14.x、14.x、

• MongoDB バージョン 3.x、4.0、4.2、4.4.
• SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) バージョン 12.5、15、15.5、15.7、16 以降。
• IBM DB 2 for Linux、UNIX、および Windows (Db2 LUW) バージョン:

• バージョン 9.7、すべての Fix Pack がサポートされています。
• バージョン 10.1、すべての Fix Pack がサポートされています。
• Version 10.5、Fix Pack 5 を除くすべての Fix Pack がサポートされています。
• バージョン 11.1、すべての Fix Pack がサポートされています。
• バージョン 11.5、Mods (0 から 8)、Fix Pack Zero のみがサポートされています
• IBM Db2 for z/OS バージョン 12

サードパーティ管理データベースサービス:

• Microsoft Azure SQL データベース
• MySQL 用Google Cloud for MySQL

Amazon RDS インスタンスデータベースおよび Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

• Enterprise、Standard、Standard One、Standard Two エディションの Oracle バージョン 11g (バージョ
ン 11.2.0.4 以降）および 12.2、18c、19c。

• Enterprise、Standard、Workgroup、Developer エディションの Microsoft SQL Server バージョン 
2012、2014、2016、2017、2019。Web および Express エディションはサポートされていません。

• MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0

Note

ソースとしての MySQL 8.0 は、AWS DMS バージョン 3.4.0 以降で対応します。ただし、トラ
ンザクション ペイロードが圧縮されている場合を除く。
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• MariaDB (MySQL 互換データソースとしてサポート) バージョン 
10.2、10.2、10.2、10.2、10.3、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、10.4、

Note

ソースとしての MariaDB のサポートは、MySQL がサポートされているすべての AWS DMS 
バージョンで利用できます。

• PostgreSQL バージョン 10.x、11.x、12.x、13.、14.x、14.x、14.x、14.x。
• MySQL 互換の Amazon Aurora (MySQL 互換のデータソースとしてサポート)。
• PostgreSQL 互換の Amazon Aurora (PostgreSQL 互換のデータソースとしてサポート)。
• Amazon S3。
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)

特定のソースの使用方法の詳細については、「AWS DMSエンドポイントの使用 (p. 157)」をご参照くだ
さい。

AWS DMS のターゲット
AWS DMS を使用したデータ移行のターゲットエンドポイントとして、以下のデータストアを使用できま
す。

オンプレミスおよび Amazon EC2 インスタンスデータベース

• Enterprise、Standard、Standard One、および Standard Two エディションの Oracle バージョン 
10g、11g、12c、18c、19c。

• Enterprise、Standard、Workgroup、Web、Developer エディションの Microsoft SQL Server バージョ
ン 2005、2008、2008R2、2012、2016、2017、2019。Express エディションはサポートされていませ
ん。

• MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0
• MariaDB (MySQL 互換データターゲットとしてサポート) バージョン 10.0.24 から 

10.0.28、10.1、10.2、10.3、10.4。
Note

ターゲットとしての MariaDB のサポートは、MySQL がサポートされているすべての AWS 
DMS バージョンで利用できます。

• PostgreSQL バージョン 9.x 以降 (バージョン 9.x 
用)、10.x、11.x、12.x、13.、14.x、14.x、14.x、14.x、13.、14.x、14.x、14.x、14.x、14.x、14.x、14.x、14.x

• SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) バージョン 15、15.5、15.7、16 以降。
• Redis バージョン 6.x。

Amazon RDS インスタンスデータベース、Amazon Redshift、Amazon DynamoDB、Amazon 
DynamoDB、Amazon DynamoDB、Amazon S3 treams、Amazon OpenSearch 
DocumentDB、Amazon ElastiCache Streams、Amazon DocumentDB、Amazon 
DynamoDB、Amazon DynamoDB、Amazon DynamoDB、Amazon Neptune 
DynamoDB、Amazon DynamoDB、Amazon DynamoDB、Amazon

• Oracle バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降) および Enterprise、Standard、Standard 
One、Standard Two エディション向け 12c、18c、19c。

• Enterprise、Standard、Workgroup、Developer エディションの Microsoft SQL Server バージョン 
2012、2014、2016、2017、2019。Web および Express エディションはサポートされていません。

• MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0
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• MariaDB (MySQL 互換データターゲットとしてサポート) バージョン 10.0.24 から 
10.0.28、10.1、10.2、10.3、10.4。

Note

ターゲットとしての MariaDB のサポートは、MySQL がサポートされているすべての AWS 
DMS バージョンで利用できます。

• PostgreSQL バージョン 10.x、11.x、12.x、13.、14.x、14.x、14.x、14.x。
• Amazon Aurora MySQL 互換エディション
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
• Amazon Aurora Serverless v2
• Amazon Redshift
• Amazon S3
• Amazon DynamoDB
• OpenSearch アマゾンサービス
• ElastiCache アマゾン・フォー・レディス
• Amazon Kinesis Data Streams
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)
• Amazon Neptune
• Apache Kafka — Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) と セルフマネージド 

Apache Kafka
• Aurora PostgreSQL (バージョン 13.4 以降) 用バベルフィッシュ (バージョン 1.2.0 以降)

特定のターゲットの操作方法の詳細については、「AWS DMSエンドポイントの使用 (p. 157)」をご参照
ください。

AWS DMS の Amazon リソースネーム (ARN) の構
築

AWS CLI または AWS DMS API を使用してデータベースの移行を自動化する場合は、Amazon リソー
スネーム (ARN) を使用します。Amazon Web Servicesで作成される各リソースは、一意の識別子である 
ARN によって識別されます。AWS CLI または AWS DMS API を使用してデータベース移行をセットアッ
プする場合は、操作するリソースの ARN を指定します。

AWS DMS リソースの ARN では次の構文を使用します。

arn:aws:dms:region:account number:resourcetype:resourcename

この構文では、次の条件が適用されます。

• regionAWS リージョンAWS DMSリソースが作成された場所の ID (など)us-west-2。

次の表に、ARNAWS リージョン の構築時に使用する名前と値を示します。

リージョン 名前

アジアパシフィック (東京) リージョン ap-northeast-1

アジアパシフィック (ソウル) リージョン ap-northeast-2

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン ap-south-1
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リージョン 名前

アジアパシフィック (シンガポール) リージョン ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) リージョン ap-southeast-2

カナダ (中部) リージョン ca-central-1

中国 (北京) リージョン cn-north-1

中国 (寧夏) リージョン cn-northwest-1

欧州 (ストックホルム) リージョン eu-north-1

欧州（ミラノ）リージョン eu-south-1

欧州 (フランクフルト) リージョン eu-central-1

欧州（アイルランド）リージョン eu-west-1

欧州 (ロンドン) リージョン eu-west-2

欧州 (パリ) リージョン eu-west-3

南米 (サンパウロ) リージョン sa-east-1

米国東部（バージニア州北部） リージョン us-east-1

米国東部(オハイオ州)リージョン us-east-2

US West (N. California) リージョン us-west-1

米国西部 (オレゴン州) リージョン us-west-2

• account number はダッシュ記号が省略されたアカウント番号です。アカウント番号を見つけるに
は、http://aws.amazon.comで AWS アカウントにログインし、[My Account/Console] (マイアカウント/
コンソール)、[My Account] (マイアカウント)の順に選択します。

• resourcetype は AWS DMS リソースのタイプです。

次の表は、特定の AWS DMS リソースの ARN を構築するときに使用する必要があるリソースタイプを
示しています。

AWS DMS リソースタ
イプ

ARN 形式

レプリケーションイン
スタンス

arn:aws:dms:region: account:rep: resourcename

エンドポイント arn:aws:dms:region:account:endpoint: resourcename

レプリケーションタス
ク

arn:aws:dms:region:account:task:resourcename

サブネットグループ arn:aws:dms:region:account:subgrp:resourcename

• resourcename は、AWS DMS リソースに割り当てられたリソース名です。これは生成された任意の文
字列です。

以下の表は、AWS DMS リソースに対する ARN の例を示します。ここでは、AWS アカウントが 
123456789012、米国東部 (バージニア北部) リージョンに作成され、リソース名を持つと仮定します。
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リソースタイプ サンプル ARN

レプリケーションイン
スタンス

arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:QLXQZ64MH7CXF4QCQMGRVYVXAI

エンドポイント arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:D3HMZ2IGUCGFF3NTAXUXGF6S5A

レプリケーションタス
ク

arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:2PVREMWNPGYJCVU2IBPTOYTIV4

サブネットグループ arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:subgrp:test-tag-grp

AWS DMS を他のAWSサービスと併用する
AWS DMS は他のいくつかの AWS サービスでも使用できます。

• Amazon EC2 インスタンスまたは Amazon RDS DB インスタンスをデータ移行のターゲットとして使用
できます。

• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、ソーススキーマと SQL コードを同等のター
ゲットスキーマと SQL コードに変換できます。

• Amazon S3 をデータのストレージサイトとして使用することも、大量のデータを移行する際の中間ス
テップとして使用することもできます。

• AWS CloudFormation を使用して、インフラストラクチャの管理またはデプロイ用の AWS リソースを
セットアップできます。例えば、レプリケーションインスタンス、タスク、証明書、エンドポイントな
どの AWS DMS リソースをプロビジョニングできます。必要なすべての AWS リソースを記述したテン
プレートを作成すれば、AWS CloudFormation が自動的にこれらのリソースのプロビジョニングや設定
を処理します。

AWS DMS による AWS CloudFormation のサポート
AWS CloudFormation を使用して AWS DMS リソースをプロビジョンできます。AWS CloudFormation 
は、インフラストラクチャの管理またはデプロイ用に AWS リソースのモデル化とセットアップを支援す
るサービスです。例えば、レプリケーションインスタンス、タスク、証明書、エンドポイントなどの AWS 
DMS リソースをプロビジョニングできます。必要なすべての AWS リソースを記述したテンプレートを作
成すれば、AWS CloudFormation がこれらのリソースのプロビジョニングや設定を処理します。

開発者またはシステム管理者は、これらのリソースのコレクションを作成および管理し、繰り返し行わ
れる移行タスクや、組織へのリソースのデプロイに使用できます。AWS CloudFormation の詳細について
は、AWS CloudFormationユーザーガイドの「AWS CloudFormation コンセプト」をご参照ください。

AWS DMS は、AWS CloudFormation を使用した次の AWS DMS リソースの作成をサポートします。

• AWS::DMS::Certificate
• AWS::DMS::Endpoint
• AWS::DMS::EventSubscription
• AWS::DMS::ReplicationInstance
• AWS::DMS::ReplicationSubnetグループ
• AWS::DMS::ReplicationTask
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セットアップ

AWS Database Migration Service の
開始方法

次のチュートリアルでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS)を使用してデータベース移行を実
行する方法について説明します。

データベース移行を実行するには、次の手順を実行します：

1. AWS Database Migration Service のセットアップ (p. 14) のステップに従って AWS アカウントを
セットアップします。

2. サンプル データベースと Amazon EC2 クライアントを作成して、ソース データベースを作成し、レプ
リケーションをテストします。また、Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC) サービスに基
づいて Virtual Private Cloud (VPC) を作成し、チュートリアルのリソースコンテナとします。これらの
リソースを作成するには、AWS Database Migration Service の前提条件 (p. 15) のステップに従いま
す。

3. [sample database creation script] (サンプルデータベース作成スクリプト) を使用して、ソースデータ
ベースに代入します。

4. DMS スキーマ変換またはAWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、ソースデータベース
からターゲットデータベースへのスキーマを変換します。DMS スキーマ変換を使用するには、の手順
に従ってくださいDMS スキーマ変換の開始方法 (p. 78)。を使用してスキーマを変換するにはAWS 
SCT、の手順に従いますスキーマの移行 (p. 22)。

5. 移行のすべてのプロセスを実行するレプリケーション インスタンスを作成します。これおよび次のタス
クを実行するには、レプリケーション (p. 23) の手順を実行します。

6. ソースとターゲットのエンドポイントを指定します。エンドポイントの作成については、「ソースおよ
びターゲットエンドポイントの作成 (p. 157)」をご参照ください。

7. 使用するテーブルとレプリケーションプロセスを定義するタスクを作成し、レプリケーションをスター
トします。データベース移行タスクの作成については、「[Creating a task] (タスクの作成) (p. 483)」
をご参照ください。

8. ターゲットデータベースでクエリを実行して、レプリケーションが機能していることを確認します。

AWS Database Migration Service のセットアップ
AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
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キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

AWS Database Migration Service の前提条件
このセクションでは、ソースデータベースとターゲットデータベースのセットアップなど AWS DMS の
前提条件タスクを示します。これらのタスクの一環として、Amazon VPC サービスに基づいて Virtual 
Private Cloud (VPC) も設定します。さらに、ソースデータベースの入力とターゲットデータベースでのレ
プリケーションの検証に使用する Amazon EC2 インスタンスをセットアップします。

Note

ソースデータベースへの入力には最大 45 分かかります。

このチュートリアルでは、ソースとして MySQL データベースを作成し、ターゲットとして PostgreSQL 
データベースを作成します。このシナリオでは、一般的に使用される低コストのデータベースエンジン
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を使用して、レプリケーションを実証します。異なるデータベースエンジンを使用すると、異機種混在プ
ラットフォーム間でデータを移行するための AWS DMS 機能を実証します。

このチュートリアルのリソースでは、米国西部 (オレゴン) リージョンを使用します。別の AWS リージョ
ンを使用する場合。米国西部 (オレゴン) が表示される場所ではなく、選択したリージョンを指定します。

Note

簡単にするために、このチュートリアル用に作成するデータベースでは、暗号化やその他のアド
バンストセキュリティ機能を使用しません。本番データベースを安全に保つには、セキュリティ
機能を使用する必要があります。詳細については「Amazon RDS でのセキュリティ」をご参照く
ださい。

前提条件のステップについては、以下のトピックをご参照ください。

トピック
• VPC を作成する (p. 16)
• Amazon RDS パラメータグループの作成 (p. 17)
• ソース Amazon RDS データベースを作成する (p. 18)
• ターゲットの Amazon RDS データベースを作成します。 (p. 19)
• Amazon EC2 クライアントを作成する (p. 19)
• ソースデータベースに挿入する (p. 20)

VPC を作成する
このセクションでは、AWS リソースのコンテナとするVPC を作成します。VPC を使用することは、AWS 
リソースを使用する際のベストプラクティスです。データベース、Amazon EC2 インスタンス、セキュリ
ティグループなどが論理的に整理され、セキュリティで保護されます。

チュートリアルリソースに VPC を使用すると、チュートリアルの終了時に使用するすべてのリソースも削
除するようにしてください。VPC に含まれるすべてのリソースを削除してからVPC を削除できます。

AWS DMS 用の VPC を作成する方法

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [VPC]、[VPC]、[VPC] の順に選択します。
3. [VPC の作成] ページで、次のオプションを入力します。

• 作成するリソース:VPC など
• ネームタグauto 生成:「自動生成」を選択し、入力しますDMSVPC。
• IPv4 ブロック:10.0.1.0/24
• [IPv6 CIDR ブロックなし CIDR ブロックなし CIDR ブロック] IPv6 CIDR ブロック:
• テナンシー:デフォルト
• アベイラビリティーゾーンの数:2
• パブリックサブネットの数:2
• プライベートサブネットの数:2
• NAT ゲートウェイ ($): なし
• VPC エンドポイント:なし

[Create VPC] (VPC作成) を選択します。

16

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.html
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
Amazon RDS パラメータグループの作成

4. ナビゲーションペインで VPC を選択します。DMSVPC の VPC ID を書き留めます。
5. ナビゲーションペインで[Security Groups] (セキュリティグループ) を選択します。
6. DMSVPCについて書き留めた ID と一致するVPC IDの[default] (デフォルト) という名前のグループを

選択します。
7. [Inbound rules] (インバウンドルール) タブを選択し、[Edit inbound rules] (インバウンドルールの編集) 

を選択します。
8. [Add rule] (ルール追加) を選択します。MySQL/Aurora タイプのルールを追加し、[ソース] に 

[Anywhere-IPv4] を選択します。
9. [Add rule] (ルールの追加) を選択しなおします。PostgreSQL タイプのルールを追加し、[ソース] に 

[Anywhere-IPv4] を選択します。
10. [Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

Amazon RDS パラメータグループの作成
AWS DMS でソースおよびターゲットデータベースの設定を指定するには、Amazon RDS パラメータグ
ループを使用します。データベース間の初期および継続的なレプリケーションを許可するには、次の構成
を必ず行ってください：

• ソースデータベースのバイナリログ。AWS DMS は、レプリケートする必要がある増分更新を決定でき
ます。

• ターゲットデータベースのレプリケーションロール。AWS DMSは、最初のデータ転送中に外部キーの
制約を無視します。この設定では、AWS DMS は順不同でデータを移行できます。

AWS DMS で使用するパラメータグループを作成するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Parameter groups] (パラメータグループ) を選択します。
3. [Parameter groups] (パラメータグループ) ページで[Create parameter group] (パラメータグループの作

成) を選択します。
4. [Create parameter group] (パラメータグループ作成) ページで、次の設定を入力します：

• [Parameter group family] (パラメータグループファミリ):mysql8.0
• [Group name] (グループ名): dms-mysql-parameters
• [Description] (説明): Group for specifying binary log settings for replication

[作成] を選択します。
5. [パラメータグループ] ページで [] を選択しdms-mysql-parameters、dms-parameter-groupページで [パ

ラメータの編集] を選択します。
6. 次のパラメータを次の値に設定します：

• binlog_checksum:[NONE] (無し)
• binlog_format:[ROW] (行)

[Save changes] (変更を保存) を選択します。
7. [Parameter groups] (パラメータグループ) ページで[Create parameter group] (パラメータグループの作

成) を選択します。
8. [Create parameter group] (パラメータグループ作成) ページで、次の設定を入力します：

• パラメータグループファミリー:postgres13
• [Group name] (グループ名): dms-postgresql-parameters
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• [Description] (説明): Group for specifying role setting for replication

[作成] を選択します。
9. パラメータグループページで、を選択しますdms-postgresql-parameters。
10. dms-postgresql-parametersページで [パラメータの編集] を選択し、session_replication_role パラメー

タをレプリカに設定します。session_replication_role パラメーターはパラメーターの最初のページに
はないことに注意してください。ページネーションコントロールまたは検索フィールドを使用してパ
ラメーターを検索します。

11. [変更の保存] を選択します。

ソース Amazon RDS データベースを作成する
次の手順に従って、ソース Amazon RDS データベースを作成します。

MySQL データベースのソースRDSを作成するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Dashboard] (ダッシュボード) ページで[Database] (データベース) セクションの[Create Database]

(データベースの作成) を選択します。ページの上部にある Amazon Aurora セクションの[Create 
Database] (データベースの作成) は選択しません。

3. [Create Database] (データベースの作成) ページで、次の詳細を設定します：

• データベースの作成方法を選択してください:「標準作成」を選択します。
• [Engine options] (エンジンオプション): [Engine type] (エンジンタイプ) で MySQL を選択しま

す。バージョンについては、MySQL 8.0.28 を選択したままにします。
• [Templates] (テンプレート): [Dev/Test] (開発/テスト) を選択します。
• 可用性と耐久性:マルチ AZ DB インスタンスは選択したままにします。
• [Settings] (設定)：

• [DB instance identifier] (DB インスタンス識別子)： dms-mysql を入力します。
• [Master username] (マスター ユーザーネーム): admin のままにしておきます。
• [Auto generate a password] (パスワードの自動生成): 選択を解除したままにします。
• [Master password] (マスターパスワード): changeit と入力します。
• [Confirm password] (パスワードを確認): 再び changeit と入力します。

• [DB instance class] (DB インスタンスクラス):
• [DB instance class] (DB インスタンスクラス): [Standard classes] (標準クラス) を選んだままにし

ます。
• [DB instance class] (DB インスタンスクラス) でdb.m5.largeを選択します。

• [Storage] (ストレージ)：
• [Enable storage autoscaling] (ストレージのオートスケーリングの有効化) ボックスをクリアしま

す。
• 残りの設定はそのままにします。

• 接続:
• [Virtual private cloud] (仮想プライベートクラウド)：DMSVPC
• [Public access] (公開アクセス)：[Yes] (はい)。AWS Schema Conversion Tool を使用するには、

公開アクセスを有効にする必要があります。
• [Availability zone] (アベイラビリティーゾーン)：us-west-2a
• 残りの設定はそのままにします。

• データベース認証:[パスワード認証] を選択したままにします。
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• [Additional configuration] (追加設定) を展開します：
• [Database options] (データベースオプション) で[Initial database name] (初期データベース名) と

して dms_sample と入力します。
• DB パラメータグループで、を選択しますdms-mysql-parameters。
• [Backup] (バックアップ) で[Enable automatic backups] (自動バックアップ有効) を選択されたま

まにします。継続的なレプリケーションをサポートするには、ソースデータベースで自動バック
アップが有効になっている必要があります。

• [Backup retention period] (バックアップ保持期間) に[1 day] (1日) を選択します。
• [Encryption] (暗号化) で[Enable encryption] (暗号化有効) ボックスをクリアします。
• Performance Insightsで、[Enable Performance Insights] (Performance Insights 有効化) ボックス

をクリアします。
• [Monitoring] (モニタリング) で、[Enable Enhanced monitoring] (拡張モニタリング有効) ボックス

をクリアします。
• [Maintenance] (メンテナンス) で、[Enable auto minor version upgrad] (自動バージョンアップグ

レード有効) ボックスをクリアします。
4. [Create database] (データベースの作成) を選択します。

ターゲットの Amazon RDS データベースを作成しま
す。
上記の手順を繰り返して、以下の変更を加えターゲットの Amazon RDS データベースを作成します。

PostgreSQL データベース用のターゲット RDS を作成するには

1. 前述の手順のステップ 1 と 2 を繰り返します。
2. [Create database] (データベースの作成) ページで、次の場合を除き、同じオプションを設定します：

a. [Engine options] (エンジンオプション) で PostgreSQL を選択します。
b. バージョンについては、「PostgreSQL 13.4-R1」を選択してください
c. [DB instance identifier] (DB インスタンス識別子) にdms-postgresql と入力します。
d. [マスターユーザー名]postgres は選択したままにします。
e. DB パラメータグループには、を選択しますdms-postgresql-parameters。
f. [Enable automatic backups] (自動バックアップ有効) をクリアします。

3. [Create database] (データベースの作成) を選択します。

Amazon EC2 クライアントを作成する
このセクションでは、Amazon EC2を作成します。このクライアントを使用して、レプリケートするデー
タをソースデータベースに入力します。また、このクライアントを使用して、ターゲットデータベースで
クエリを実行してレプリケーションを検証します。

Amazon EC2 クライアントを使用してデータベースにアクセスすると、インターネットからデータベース
にアクセスするよりも、次のような利点があります：

• データベースへのアクセスを同じ VPC 内のクライアントに制限できます。
• このチュートリアルで使用するツールが このチュートリアルのために推奨しているAmazon Linux 2 で

動作し、簡単にインストールできることを確認しました。
• VPC 内のコンポーネント間のデータオペレーションは、通常、インターネット経由のコンポーネントよ

りも優れたパフォーマンスを発揮します。
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Amazon EC2 クライアントを作成して構成し、ソースデータベースに取り込むには

1. Amazon EC2 コンソール https://console.aws.amazon.com/ec2/を開きます。
2. [Dashboard] (ダッシュボード) で、[Launch instance] (インスタンスの起動) を選択します。
3. [インスタンスの起動] ページで、次の値を入力します。

a. 「名前とタグ」セクションで、「名前」と入力しますDMSClient。
b. [Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ 

(Amazon マシンイメージ)) で、設定はそのままにします。
c. インスタンスタイプセクションで、t2.xlarge を選択します。
d. 「key pair (ログイン)」セクションで、「新しいキーペアを作成する」を選択します。
e. 「key pair 作成」ページで、次のように入力します。

• キーペア名: DMSKeyPair
• キーペアタイプ:RSA のままにします。
• プライベートキーファイル形式:macOS または Linux の OpenSSH には pem を、Windows で

は PuTTY の場合は ppk を選択してください。

プロンプトが表示されたら、キーファイルを保存します。

Note

新しいキーペアを作成するのではなく、既存の Amazon EC2 キーペアを使用することも
できます。

f. 「ネットワーク設定」セクションで、「編集」 を選択します。以下の設定を選択します。

• VPC-必須:DMSVPC VPC 用に記録した ID を持つ VPC を選択してください。
• サブネット:最初のパブリックサブネットを選択します。
• パブリック IP の自動割り当て:[有効にする] を選択します。

残りの設定はそのままにして、[Bluse] を選択します。

ソースデータベースに挿入する
このセクションでは、後で使用するためのソースデータベースとターゲットデータベースのエンドポイン
トを検索し、次のツールを使用してソースデータベースに挿入します。

• Git、ソースデータベースに入力させるスクリプトをダウンロードします。
• MySQL クライアント、このスクリプトを実行します。

エンドポイントを取得する
RDS for PostgreSQL および RDS for PostgreSQL DB インスタンスのエンドポイントを見つけて後で使う
ためメモします。

DB インスタンスエンドポイントの検索

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon RDS コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/rds/ を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択します。
3. dms-MySQL データベースを選択し、データベースの[Endpoint] (エンドポイント) 値を書き留めます。
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4. 前のステップをdms-postgresql データベースに対して繰り返します。

ソースデータベースに挿入する
次に、クライアント インスタンスに接続し、必要なソフトウェアをインストールし、Git からデータベー
ス スクリプト AWS サンプルをダウンロードし、スクリプトを実行してソースデータベースに挿入しま
す。

ソースデータベースに挿入するには

1. 前の手順で保存したホスト名と公開キーを使用して、クライアントインスタンスに接続します。

Amazon EC2 インスタンスへの接続の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの「インスタンスアクセス方法」をご参照ください。

Note

PuTTY を使用している場合は、[Connection] (接続) 設定で TCP キープアライブを有効に
し、接続が非アクティブ状態からタイムアウトしないようにします。

2. Git と MySQL をインストールします。必要に応じてインストールを確認します。

$ sudo yum install git
$ sudo yum install mysql

3. PSQL をインストールします。後で PSQL クライアントを使用して、レプリケーションを検証しま
す。

これを行うには、以下のステップを行います：

a. Yum パッケージリポジトリ構成ファイルを作成する (pgdg.repo)。

$ sudo su
# cd /etc/yum.repos.d
# nano pgdg.repo

b. pgdg.repo ファイルに次の内容を追加します。

[pgdg11]
name=PostgreSQL 11 $releasever - $basearch
baseurl=https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/11/redhat/rhel-7.5-x86_64
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-PGDG-11

c. インストールし、必要に応じてインストールを確認します。

sed -i "s/rhel-\$releasever-\$basearch/rhel-7.5-x86_64/g" "/etc/yum.repos.d/
pgdg.repo"
yum groupinstall "PostgreSQL Database Server 11 PGDG"

d. 終了sudoします。

$ exit

4. 次のコマンドを実行して、 GitHubデータベース作成スクリプトをからダウンロードします。

git clone https://github.com/aws-samples/aws-database-migration-samples.git
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5. aws-database-migration-samples/mysql/sampledb/v1/ ディレクトリを変更します。
6. 以下のコマンドを実行します。以前にメモしたソース RDS インスタンスのエンドポイントを指定し

ます。たとえば、dms-mysql.cdv5fbeyiy4e.us-west-2.rds.amazonaws.com。

mysql -h dms-mysql.abcdefghij01.us-west-2.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p 
 dms_sample < ~/aws-database-migration-samples/mysql/sampledb/v1/install-rds.sql

7. データベース作成スクリプトを実行します。スクリプトは、スキーマを作成してデータを代入するの
に最大 45 分かかります。

AWS SCT を使用してソース スキーマをターゲット
データベースに移行する

このセクションでは、AWS Schema Conversion Toolをクリックして、ソース スキーマをターゲット デー
タベースに移行します。または、DMS スキーマ変換を使用してソースデータベーススキーマを変換するこ
ともできます。詳細については、「DMS スキーマ変換の開始方法 (p. 78)」を参照してください。

を使用してソーススキーマをターゲットデータベースに移行するにはAWS SCT

1. AWS Schema Conversion Tool のインストール。詳細については、AWSSchema Conversion Tool 
ユーザーガイド、「AWS SCTのインストール、確認、および更新」をご参照ください。

MySQL および PostgreSQL 用の JDBC ドライバをインストールするときは、ツールによってドライ
バの場所入力を求められる場合に備えて、ドライバの保存先をメモします。

2. AWS Schema Conversion Tool を開きます。[ファイル] を選択し、[新規プロジェクト] を選択しま
す。

3. [New project] (新規プロジェクト) ウィンドウで以下の値を設定します：

• [Project name] (プロジェクト名) を DMSProject に設定します。
• Location はそのままにして、AWS SCTプロジェクトをデフォルトのフォルダーに保存します。

[OK] を選択します。
4. ソースの MySQL データベースをプロジェクトに追加するには [ソースを追加] を選択し、次に 

[MySQL] を選択して [次へ] を選択します。
5. 「ソースを追加」ページで、次の値を設定します。

• 接続名:source
• [Server name] (サーバー名): 以前にメモした MySQL データベースのエンドポイントを入力しま

す。
• [Server port] (サーバーポート)：3306
• [User name] (ユーザー名)：admin
• [Password] (パスワード)：changeit

6. [ターゲットを追加] を選択してターゲット Amazon RDS for PostgreSQL データベースをプロジェクト
に追加し、次に [Amazon RDS for PostgreSQL] を選択します。[Next] (次へ) を選択します。

7. 「ターゲットを追加」ページで、次の値を設定します。

• 接続名:target
• [Server name] (サーバー名): 以前にメモした PostgreSQL データベースのエンドポイントを入力し

ます。
• [Server port] (サーバーポート)：5432
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• データベース:PostgreSQL データベースの名前を入力します。
• [User name] (ユーザー名)：postgres
• [Password] (パスワード)：changeit

8. 左側のペインで、「スキーマ」の下の「dms_sample」を選択します。右ペインで、PostgreSQL 用
ターゲットの [Amazon RDS] データベースを選択します。[Create mapping] (マッピングの作成) を選
択します。1AWS SCT つのプロジェクトに複数のテーブルマッピングを追加できます。テーブルマッ
ピングの詳細については、「テーブルマッピングの作成」を参照してください。

9. [メインビュー] を選択します。
10. 左側のペインで、「スキーマ」の下の「dms_sample」を選択します。コンテキスト (右クリック) メ

ニューを開き、[Convert schema] を選択します。アクションを確認します。

ツールがスキーマを変換した後、dms_sample スキーマが右ペインに表示されます。
11. 右側のペインの [スキーマ] で、dms_sample のコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[データ

ベースに適用] を選択します。アクションを確認します。

スキーマの移行が完了していることを確認します。以下のステップを実行します。

スキーマの移行を確認するには

1. Amazon EC2 クライアントに接続します。
2. PSQL クライアントを起動するには、次のコマンドを使用します。PostgreSQL データベースエンド

ポイントを指定し、プロンプトが表示されたらデータベースパスワードを入力します。

psql \ 
   --host=dms-postgresql.abcdefg12345.us-west-2.rds.amazonaws.com \ 
   --port=5432 \ 
   --username=postgres \ 
   --password \ 
   --dbname=dms_sample 

3. (空の) テーブルの 1 つをクエリして、AWS SCT がスキーマに正しく適用されていることを確認しま
す。

dms_sample=> SELECT * from dms_sample.player; 
 id | sport_team_id | last_name | first_name | full_name
----+---------------+-----------+------------+-----------
(0 rows)

AWS Database Migration Service 用レプリケーショ
ンの設定

このトピックでは、ソースデータベースとターゲットデータベース間のレプリケーションを設定します。

ステップ 1：AWS DMS コンソールを使用してレプリ
ケーション インスタンスを作成する
AWS DMS の使用を開始するには、レプリケーション インスタンスを作成します。

[replication instance] (レプリケーション インスタンス) はソースとターゲットのエンドポイント間で実際の
データ移行を行います。インスタンスにはソースデータベースからターゲットデータベースにデータを移
行するタスクを実行するのに十分なストレージと処理能力が必要です。このレプリケーション インスタン
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スの規模は、移行するデータの量と、インスタンスで実行する必要があるタスク量によって異なります。
レプリケーション インスタンスの詳細については、「AWS DMS レプリケーション インスタンスを使用す
る (p. 125)」をご参照ください。

コンソールを使用してレプリケーション インスタンスを作成するには

1. にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS
でコンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択し、次
に[Create replication instance] (レプリケーション インスタンスの作成) を選択します。

3. レプリケーション インスタンスの作成ページで、レプリケーション インスタンス構成を指定します：

a. [Nam] (名前) にDMS-instanceと入力します。
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b. [Description] (説明) には、レプリケーション インスタンスの短い説明を入力します (オプショ
ン)。

c. [Instance class] (インスタンスクラス)には、dms.t3.mediumを選択されたままにします。

インスタンスには移行に十分なストレージ、ネットワーキング、および処理能力が必要です。イ
ンスタンスクラスの選択方法の詳細については、「移行に適した AWS DMS レプリケーション イ
ンスタンスを選択する (p. 128)」をご参照ください。

d. [Engine version] (エンジンバージョン)はデフォルト値のままにします。
e. マルチ AZ の場合は、開発またはテストワークロード (シングル AZ) を選択します。
f. [Allocated storage (GiB)] (GiB) (割り当てられたストレージ)ではデフォルトの 50 GiB を受け入れ

ます。

AWS DMS では、ストレージは主にログファイルと、キャッシュされたトランザクションで使用
されます。キャッシュされたトランザクションでは、ストレージはキャッシュされたトランザク
ションをディスクに書き込む必要があるときのみ使用されます。したがって、AWS DMSでは大
量のストレージを使用しません。

g. [ネットワークタイプ] で [IPv4] を選択します。
h. VPCではDMSVPCを選択します。
i. [Replication subnet group] (レプリケーションサブネットグループ) では、レプリケーション サブ

ネットグループを現在の選択のままにします。
j. [一般公開中] をオフにします。

4. 必要がある場合は、[Advanced security and network configuration] (アドバンストセキュリティとネッ
トワークの設定) タブを選択して、ネットワークおよび暗号化設定の値を設定します：

a. [Availability zone] (アベイラビリティーゾーン) では、us-west-2a を選択します。
b. [VPC security group(s)] (VPC セキュリティグループ) では、[Default] (デフォルト) セキュリティ

グループ (まだ選択されていない場合) を選択します。
c. AWS KMS key では、(Default) aws/dms (デフォルト aws/dm) を現在の選択のままにします。

5. [Maintenance] (メンテナンス)タブの設定はそのままにします。デフォルトは、1 週間のうち任意の日
に起こる AWS リージョンあたり 8 時間の範囲からランダムに選択された 30 分の時間窓です。

6. [Create] (作成) を選択します。

AWS DMS は移行を実行するためのレプリケーション インスタンスを作成します。

ステップ 2: ソースとターゲットのエンドポイントを
指定する
レプリケーション インスタンスの作成時に、作成済み Amazon RDS データベース用のソースとターゲッ
トデータベースのエンドポイントを指定できます。各エンドポイントは別々に作成します。
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ステップ 2: ソースとターゲッ
トのエンドポイントを指定する

AWS DMS コンソールを使用して、ソースおよびターゲット データベース エンドポイントを指定
するには

1. コンソールで、ナビゲーションペインから[Endpoints] (エンドポイント) を選択し、次に[Create 
Endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

2. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) ページで、[Source] (ソース) エンドポイント タイプを選択
します｡ [Select RDS DB instance] (RDS DB インスタンスの選択) を選択し、次にdms-MySQLインス
タンスを選択します。

3. [Endpoint configuration] (エンドポイント設定) セクションで、dms-mysql-source を [Endpoint 
identifier] (エンドポイント識別子) に入力します。

4. [Source engine] (ソースエンジン) では MySQL を選択されたままにしておきます。
5. [Access to endpoint database] (エンドポイントデータベースへのアクセス) では、[Provide access 

information manually] (アクセス情報を手動で提供) を選択します。[Port] (ポート)、[Secure Sockets 
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Layer (SSL) mode] (SSL モード)、[User name] (ユーザー名)、[Password] (パスワード) が正しいこと
を確認します。

6. [Test endpoint connection (optional)] (エンドポイント接続のテスト (オプション)) タブを選択しま
す。VPCではDMSVPCを選択します。

7. [Replication instance] (レプリケーション インスタンス) では、dms-instance が選ばれたままにしてお
きます。

8. [Run test] (テストの実行) を選択します。

[Run test] (テストの実行) を選択したら、AWS DMS は指定した詳細を使用してエンドポイントを作成
し、それに接続します。接続が失敗した場合は、エンドポイント定義を編集して、接続を再度テスト
します。エンドポイントを手動で削除することもできます。

9. テストが成功したら、[Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。
10. AWS DMS コンソールを使用してターゲットデータベースのエンドポイントを指定するには これを行

うには、次の設定を使用して、前の手順を繰り返します:

• [Endpoint type] (エンドポイント タイプ)：[Target endpoint] (ターゲット エンドポイント)
• [RDS Instance] (RDS インスタンス):dms-postgresql
• [Endpoint identifier] (エンドポイント識別子)：dms-postgresql-target

• [Target engine] (ターゲットエンジン)：PostgreSQL を選ばれたままにしておきます。

エンドポイントのすべての情報を入力したら、AWS DMS はデータベース移行中に使用するソースエンド
ポイントとターゲットエンドポイントを作成します。

ステップ 3: タスクを作成してデータを移行する
このステップでは、作成したデータベース間でデータを移行するタスクを作成します。
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移行タスクを作成してデータベースの移行を開始するには

1. コンソールのナビゲーションペインで、[Database migration tasks] (データベース移行タスク) を選択
してから、[Create task] (タスクの作成) を選択します。[Create database migration task] (データベー
ス移行タスクの作成) ページが開きます。

2. [Task configuration] (タスクの設定) セクションで、次のタスクオプションを指定します：

• [Task identifier] (タスク識別子): dms-task と入力します。
• レプリケーションインスタンス:レプリケーションインスタンス (dms-instance-vpc-<vpc id>) を選択

します。
• ソースデータベースエンドポイント:選択しますdms-mysql-source。
• ターゲットデータベースエンドポイント:選択しますdms-postgresql-target。
• [Migration type] (移行タイプ): [Migrate existing data and replicate on-going changes] (既存データ移

行と実行中変更のレプリケーション) を選択します。
3. [Task settings] (タスク設定) タブを選択します。以下の設定をします：
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• [Target table preparation mode] (ターゲットテーブル作成モード)：[Do nothing] (何もしない)
• [Stop task after full load complete] (全ロードの完了後にタスクを停止)：[Don't stop] (停止しない)

4. [Table mappings] (テープル マッピング) を選択し、[Selection rules] (選択ルール) を展開します。[Add 
new selection rule] (新規選択ルールの追加) を選択します。以下の設定をします：

• [Schema] (スキーマ)：スキーマを入力
• [Schema name] (スキーマ名)：dms_sample

5. [Migration task startup configuration] (移行タスクのスタートアップ設定) を選択し、次に[Automatically 
on create] (作成時に自動的に) を選択します。

6. [Create task] (タスクの作成) を選択します。

AWS DMS 次に、移行タスクを作成してスタートします。最初のデータベースレプリケーションには約 10 
分かかります。前にチュートリアルの次のステップを必ず実行してから AWS DMS はデータの移行を終了
します。

ステップ 4: レプリケーションテスト
このセクションでは、最初のレプリケーション中およびその後にデータをソースデータベースに挿入し、
挿入されたデータをターゲットデータベースに照会します。

レプリケーションをテストするには

1. データベース移行タスクのステータスが [Running] (実行中) を示すが、前のステップでスタートした
最初のデータベース レプリケーションは完了していないことを確認してください。

2. Amazon EC2 クライアントに接続し、次のコマンドを使用して MySQL クライアントをスタートしま
す。MySQL データベースのエンドポイントを指定します。

mysql -h dms-mysql.abcdefg12345.us-west-2.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -pchangeit 
 dms_sample

3. 次のコマンドを実行して、ソースデータベースにレコードを挿入します。

MySQL [dms_sample]> insert person (full_name, last_name, first_name) VALUES ('Test 
 User1', 'User1', 'Test');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

4. MySQL クライアントを終了します。

MySQL [dms_sample]> exit
Bye

5. レプリケーションが完了する前に、ターゲットデータベースに新しいレコードをクエリします。

Amazon EC2 インスタンスから、次のコマンドを使用してターゲットデータベースに接続し、ター
ゲットデータベース エンドポイントを指定します。

psql \ 
   --host=dms-postgresql.abcdefg12345.us-west-2.rds.amazonaws.com \ 
   --port=5432 \ 
   --username=postgres \ 
   --password \ 
   --dbname=dms_sample 

プロンプトが表示されたらパスワード(changeit) を入力します。
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6. レプリケーションが完了する前に、ターゲットデータベースに新しいレコードをクエリします。

dms_sample=> select * from dms_sample.person where first_name = 'Test'; 
 id | full_name | last_name | first_name
----+-----------+-----------+------------
(0 rows)

7. 移行タスクの実行中に、データベース移行の進捗をモニタリングできます。

• DMSコンソールのナビゲーションペインで[Database migration tasks] (データベースの移行タスク) 
を選択します。

• dms-taskを選択します。
• [Table statistics] (テーブルの統計) を選択します。

モニタリングの詳細については、「AWS DMS タスクのモニタリング (p. 601)」をご参照ください。
8. レプリケーションが完了したら、新しいレコードについてターゲットデータベースを再度クエリしま

す。最初のレプリケーションが完了した後、AWS DMS は新しいレコードを移行します。

dms_sample=> select * from dms_sample.person where first_name = 'Test'; 
   id    | full_name  | last_name | first_name
---------+------------+-----------+------------ 
 7077784 | Test User1 | User1     | Test
(1 row)

9. psqlクライアントを終了します。

dms_sample=> quit

10. 手順 1 を繰り返して、ソースデータベースに再接続します。
11. 別のレコードを person テーブルに挿入します。

MySQL [dms_sample]> insert person (full_name, last_name, first_name) VALUES ('Test 
 User2', 'User2', 'Test');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

12. 手順 3 と 4 を繰り返して、ソースデータベースから切断し、ターゲットデータベースに接続します。
13. レプリケートされたデータをターゲットデータベースに対して再度クエリします。

dms_sample=> select * from dms_sample.person where first_name = 'Test'; 
   id    | full_name  | last_name | first_name
---------+------------+-----------+------------ 
 7077784 | Test User1 | User1     | Test 
 7077785 | Test User2 | User2     | Test
(2 rows)

ステップ 5: AWS DMS リソースをクリーンアップす
る
スタート方法のチュートリアルを完了したら、作成したリソースを削除できます。AWS コンソールを使用
して、それらを削除できます。レプリケーション インスタンスとエンドポイントを削除する前に、移行タ
スクを削除してください。
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コンソールを使用して移行タスクを削除するには

1. AWS DMS コンソール ナビゲーションペインで、[Database migration tasks] (データベース移行タス
ク) を選択します。

2. dms-taskを選択します。
3. [Actions] (アクション) で[Delete] (削除) を選択します。

コンソールを使用してレプリケーション インスタンスを削除するには

1. AWS DMS コンソールのナビゲーションペインで、[Replication instances] (レプリケーション インス
タンス) を選択します。

2. [DMS-instance] (DMSインスタンス) を選択します。
3. [Actions] (アクション) で[Delete] (削除) を選択します。

AWS DMS はレプリケーション インスタンスを削除し、[Replication instances] (レプリケーション インス
タンス) ページから削除します。

コンソールを使用してエンドポイントを削除するには

1. AWS DMS コンソールのナビゲーションペインで[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
2. 選択dms-mysql-source。
3. [Actions] (アクション) で[Delete] (削除) を選択します。

AWS DMS リソースを削除した後に、次のリソースも必ず削除してください。他のサービスのリソースを
削除するヘルプについては、各サービスのドキュメントをご参照ください。

• RDS データベース。
• RDS データベース パラメータグループ。
• RDS サブネット グループ。
• データベースおよびレプリケーションインスタンスとともに作成された Amazon CloudWatch ログ。
• Amazon VPC および Amazon EC2 クライアント用に作成されたセキュリティグループ。受信ルールを

launch-wizard-1 セキュリティグループの[Default] (デフォルト) から必ず削除してください。この操作は
削除できるようにするために必要です。

• Amazon EC2 クライアント。
• Amazon VPC 。
• Amazon EC2 クライアント用 Amazon EC2キーペア。

AWS Database Migration Service で作業するための
追加リソース

幅広く使用されている市販のオープンソースデータベースとの間でデータを移行できる AWS DMS の使い
方 についてご紹介します。

また、データベース移行プロジェクトの準備と実行時に、次のリソースを確認することをお勧めします：

• AWS DMSステップバイステップ移行ガイド — このガイドでは step-by-step 、にデータを移行するプロ
セスをステップごとに順を追って説明しますAWS。

• AWS DMSAPI リファレンス — のすべての APIAWS Database Migration Service オペレーションを詳し
くgo説明しています。

31

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/DMS-SBS-Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/APIReference/Welcome.html


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
その他のリソース

• AWS CLIforAWS DMS — このリファレンスでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) をとともに
使用する方法について説明しますAWS DMS。
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AWS DMSFleet Advisor による移行
用データベースの検出と評価

DMS Fleet Advisor を使用して、複数のデータベース環境からメタデータとパフォーマンスメトリックを
収集できます。これらの収集されたメトリクスは、データインフラストラクチャに関するインサイトを提
供します。DMS Fleet Advisor は、すべてのコンピューターにインストールする必要なく、1 つ以上の中央
ロケーションからすべてのオンプレミスデータベースと分析サーバーからメタデータとメトリックを収集
します。現在、DMS Fleet Advisor はMicrosoft SQL Server、MySQL、Oracle、および PostgreSQL データ
ベースサーバーをサポートしています。

ネットワークから検出されたデータに基づいて、インベントリを作成して、さらにデータを収集するため
のデータベースサーバーのリストを定義できます。がサーバー、データベース、AWS DMSおよびスキー
マに関する情報を収集し、目的とするデータベース移行を実行可能かを分析できます。

移行を計画しているインベントリ内のデータベースについてはAWS クラウド、DMS Fleet Advisor が適切
なサイズのターゲット推奨事項を生成します。ターゲットレコメンデーションを生成するために、DMS 
Fleet Advisor はデータコレクターからの指標と優先設定を考慮します。DMS Fleet Advisor が推奨事項を
生成すると、各ターゲットデータベース構成の詳細情報を表示できます。組織のデータベースエンジニア
と管理者は、DMS Fleet Advisor Target Recommendations を使用して、オンプレミスデータベースをへの
移行を計画できますAWS。また、利用可能なさまざまな移行オプションを調べて、これらの推奨事項をエ
クスポートすることもできます。最後に、AWS Pricing Calculatorを使用してコストをさらに最適化できま
す。

次の図は、AWS DMS Fleet Advisor のターゲット推奨プロセスを示したものです。

AWS DMSFleet Advisor の使用方法について理解を深めるには、以下のトピックを使用してください。

トピック
• サポートされているソースデータベース (p. 34)
• サポートされている AWS リージョン (p. 34)
• DMS Fleet Advisor の開始方法 (p. 35)
• AWS DMSフリートアドバイザーの設定 (p. 35)
• データコレクターによる移行用データベースの検出 (p. 44)
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サポートされているソースデータベース

• AWS DMSインベントリをFleet Advisor での分析にインベントリーを使用する (p. 66)
• AWS DMSフリートアドバイザーのターゲットレコメンデーション機能の使用 (p. 69)

サポートされているソースデータベース
DMS フリートアドバイザーは、次のソースデータベースをサポートしています。

• Microsoft SQL Server バージョン 2012 以降
• MySQL バージョン 5.6 以上
• オラクル・バージョン 11g リリース 2 および最大 12c、19c、21c
• PostgreSQL バージョン 9.6 以上

サポートされている AWS リージョン
DMS フリートアドバイザーは以下で使用できますAWS リージョン。

リージョン名 リージョン

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アジアパシフィック (香港) ap-east-1

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2

アジアパシフィック (ムンバ
イ)

ap-south-1

アジアパシフィック (シンガ
ポール)

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シド
ニー)

ap-southeast-2

カナダ (中部) ca-central-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

欧州 (アイルランド) eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2

欧州 (パリ) eu-west-3

カナダ (中部) ca-central-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1
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はじめに

DMS Fleet Advisor の開始方法
DMS Fleet Advisor を使用して、に移行するソースオンプレミスデータベースを検索できますAWS クラウ
ド。次に、AWS クラウドオンプレミスデータベースごとに適切な移行ターゲットを決定できます。次の
ワークフローを使用して、ソースデータベースのインベントリを作成し、ターゲットレコメンデーション
を生成します。

1. Amazon S3 バケット、IAM ポリシー、ロール、ユーザーを作成します。詳細については、「必要なリ
ソースの作成 (p. 35)」を参照してください。

2. DMS データコレクターに必要な最低限の権限を持つデータベースユーザーを作成します。詳細につい
ては、「データベースユーザーの作成 (p. 40)」を参照してください。

3. データコレクターを作成してダウンロードします。詳細については、「データコレクターの作
成 (p. 45)」を参照してください。

4. データコレクターをローカル環境にインストールします。次に、収集したデータを DMS Fleet Advisor 
に送信できるようにデータコレクタを設定します。詳細については、「データコレクターのインストー
ル (p. 47)」を参照してください。

5. データ環境内の OS とデータベースサーバーを見つけてください。詳細については、「OS サーバーと
データベースサーバーの検出 (p. 49)」を参照してください。

6. データベースメタデータとリソース使用率メトリックを収集します。詳細については、「データ収
集 (p. 54)」を参照してください。

7. ソースデータベースとスキーマを分析します。DMS Fleet Advisor は、データベースの大規模な評価を
実行して、類似のスキーマを特定します。詳細については、「AWS DMSインベントリをFleet Advisor 
での分析にインベントリーを使用する (p. 66)」を参照してください。

8. ソースデータベースのターゲットレコメンデーションのローカルコピーを生成、表示、保存します。詳
細については、「ターゲットの推奨事項 (p. 69)」を参照してください。

各ソースデータベースの移行ターゲットを決定したら、DMS Schema Conversion を使用してデータベー
ススキーマを新しいプラットフォームに変換できます。その後、AWS DMSを使用してデータを移行でき
ます。詳細については、「DMS スキーマ変換を使用したデータベーススキーマの変換 (p. 75)」および
「AWS Database Migration Service とは? (p. 1)」を参照してください。

このビデオでは、DMS Schema Conversion のユーザーインターフェイスを紹介し、このサービスのコア
コンポーネントに慣れるのに役立ちます。

AWS DMSフリートアドバイザーの設定
AWS DMSFleet Advisor をセットアップするには、以下の前提条件を完了してください：

トピック
• AWSAWS DMSフリートアドバイザーに必要なリソースの作成 (p. 35)
• AWS DMSフリートアドバイザーのデータベースユーザーの作成 (p. 40)

AWSAWS DMSフリートアドバイザーに必要なリソー
スの作成
DMS Fleet Advisor では、インベントリ情報を転送およびインポートしたり、DMS データコレクターのス
テータスを更新したりするために、AWSアカウントに一連のリソースが必要です。

データを収集し、データベースとスキーマのインベントリを初めて作成する前に、以下の前提条件を完了
してください：
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Amazon S3 バケットを作成する
インベントリのメタデータを保存する Amazon S3 バケットを作成します。DMS フリートアドバイザーを
使用する前に、この S3 バケットを事前設定することをお勧めします。 AWS DMSDMS フリートアドバイ
ザーのインベントリメタデータをこの S3 バケットに保存します。

S3 バケットを作成する詳細については、Amazon S3 ユーザーガイド の「最初のS3バケットを作成する」
をご参照ください。

Amazon S3 バケットを作成して、ローカルデータ環境情報を保存するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/s3/ を開きます。

2. バケットの作成 を選択します。
3. バケットの作成ページで、「fa-bucket-yoursignin」のように、バケットのサインイン名を含むグ

ローバルに一意な名前を入力します。
4. DMSAWS リージョン フリートアドバイザーを使用する場所を選択してください。
5. 残りの設定はそのままにして、[バケットを作成] を選択します。

IAM リソースの作成
このセクションでは、データコレクター、IAM ユーザー、DMS フリートアドバイザー用の IAM リソース
を作成します。

トピック
• データコレクター用の IAM リソースの作成 (p. 36)
• DMS フリートアドバイザーサービスにリンクされたロールの作成 (p. 38)

データコレクター用の IAM リソースの作成

データコレクターが正しく動作し、収集したメタデータが Amazon S3 バケットにアップロードされるこ
とを確認するには、次のポリシーを作成します。次に、以下の最低限のアクセス許可を持つ IAM ユーザー
を作成します。DMS データコレクタの詳細については、「」を参照してくださいデータコレクターによる
移行用データベースの検出 (p. 44)。

DMS フリートアドバイザーとデータコレクターから Amazon S3 にアクセスするための IAM ポリ
シーを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [ポリシーの作成] を選択します。
4. 「ポリシーの作成」ページで、「JSON」タブを選択します。
5. 以下の JSON をエディタに貼り付け、サンプルコードを置き換えます。fa_bucket前のセクション

で作成した Amazon S3 バケットの名前に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "s3:GetObject*", 
                "s3:GetBucket*", 
                "s3:List*", 
                "s3:DeleteObject*", 
                "s3:PutObject*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::fa_bucket", 
                "arn:aws:s3:::fa_bucket/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

6. [次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。
7. [名前*]FleetAdvisorS3Policy に入力し、[ポリシーの作成] を選択します。

DMS データコレクターが DMS フリートアドバイザーにアクセスするための IAM ポリシーを作成
するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [ポリシーの作成] を選択します。
4. 「ポリシーの作成」ページで、「JSON」タブを選択します。
5. 以下の JSON コードをエディタに貼り付け、サンプルコードを置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dms:DescribeFleetAdvisorCollectors", 
                "dms:ModifyFleetAdvisorCollectorStatuses", 
                "dms:UploadFileMetadataList" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

6. [次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。
7. [名前*]DMSCollectorPolicy に入力し、[ポリシーの作成] を選択します。

DMS データコレクターを使用する最低限のアクセス許可を持つ IAM ユーザーを作成します。

1. AWS Management Consoleにサインインして、IAM コンソールを開きます https:// 
console.aws.amazon.com/iam/。

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. [ユーザーの追加] を選択します。
4. 「ユーザーの追加」ページで、「ユーザー名*」と入力しますFleetAdvisorCollectorUser。

[アクセスタイプの選択] で [アクセスキー]-[AWSプログラムによるアクセス] を選択します。[Next: 
Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。

5. 「権限の設定」セクションで、「既存のポリシーを直接添付」を選択します。
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6. 検索コントロールを使用して、以前に作成した DMSCollectorPolicy および FleetAdvisorS3Policy ポリ
シーを検索して選択します。[Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。

7. [Tags (タグ) ] ページで、[Next: Review (次へ: レビュー) ] を選択します。
8. [Review] (確認) ページで、[Create user] (ユーザーの作成) を選択します。次のページで、

[Download .csv] を選択して新しいユーザー認証情報を保存します。最低限必要なアクセス権限を得る
には、DMS Fleet Advisor でこれらの認証情報を使用してください。

DMS フリートアドバイザーとデータコレクターから Amazon S3 にアクセスするための IAM ロー
ルを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. [ロールの作成] を選択します。
4. [信頼済みエンティティの選択] ページの [信頼済みエンティティタイプ] で、[AWSサービス] を選択し

ます。AWS他のサービスのユースケースについては、DMS を選択してください。
5. DMS チェックボックスを選択し、[次へ] を選択します。
6. 「権限の追加」ページで、「FleetAdvisorS3Policy」を選択します。[Next] (次へ) を選択します。
7. [名前、確認、作成] ページで、[ロール名]FleetAdvisorS3Role に入力し、[ロールの作成] を選択し

ます。
8. 「ロール」ページで、「ロール名」と入力しますFleetAdvisorS3Role。FleetAdvisorS3 ロールを

選択します。
9. FleetAdvisorS3Role ページで、「信頼関係」タブを選択します。[Edit trust policy] (信頼ポリシーを編

集) を選択します。
10. 「信頼ポリシーの編集」 ページで、次の JSON をエディターに貼り付け、既存のテキストを置き換え

ます。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
    { 
     "Sid": "", 
     "Effect": "Allow", 
     "Principal": { 
       "Service": [ 
         "dms.amazonaws.com", 
         "dms-fleet-advisor.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
     "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

前述のポリシーは、収集したデータを Amazon S3sts:AssumeRoleAWS DMS バケットからイン
ポートするために使用するサービスにアクセス権限を付与します。

11. [ポリシーの更新] を選択します。

DMS フリートアドバイザーサービスにリンクされたロールの作成

DMS フリートアドバイザーは、サービスにリンクされたロールを使用して、お客様の Amazon 
CloudWatch メトリックスを管理しますAWS アカウント。DMS Fleet Advisor は、このサービスにリンク
されたロールを使用して、 CloudWatch 収集したデータベースパフォーマンスメトリックをお客様に代
わって公開します。DMS フリートアドバイザーは、必要な IAM ポリシーを作成した後にこのロールを作
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成できます。詳細については、「のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 674)」を参照してくださ
い。

DMS Fleet Advisor サービスにリンクされたロールに必要な IAM ポリシーを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [ポリシーの作成] を選択します。
4. 「ポリシーの作成」ページで、「JSON」タブを選択します。
5. 以下の JSON コードをエディタに貼り付け、サンプルコードを置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dms-fleet-
advisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor*", 
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "dms-fleet-
advisor.amazonaws.com"}} 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dms-fleet-
advisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor*" 
        } 
    ]
}

6. [次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。
7. [名前*]DMSFleetAdvisorCreateServiceLinkedRolePolicy に入力し、[ポリシーの作成] を選択

します。

これで、このポリシーを使用して、DMS Fleet Advisor のサービスにリンクされたロールを作成できます。

DMS フリートアドバイザーのサービスにリンクされたロールを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。続いて、[Create role] (ロールの作成) を選択
します。

3. 「信頼されたエンティティタイプ」には、「AWSサービス」を選択します。
4. AWS他のサービスのユースケースについては、DMS — フリートアドバイザーを選択してください。
5. [DMS — フリートアドバイザー] チェックボックスを選択し、[次へ] を選択します。
6. [Add permissions] (アクセス許可を追加する) ページで Next (次へ) を選択します。
7. [名前、確認、作成] ページで [ロールの作成] を選択します。

または、このサービスにリンクされたロールをAWS API またはAWS CLI から作成することもできます。
詳細については、「DMS フリートアドバイザーのサービスにリンクされたロールの作成 (p. 675)」を参
照してください。
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DMS Fleet Advisor のサービスにリンクされたロールを作成すると、ターゲットレコメンデーションでソー
スデータベースのパフォーマンスメトリックを確認できます。また、 CloudWatch これらの指標はアカウ
ントで確認できます。詳細については、「ターゲットの推奨事項 (p. 69)」を参照してください。

AWS DMSフリートアドバイザーのデータベースユー
ザーの作成
このセクションでは、DMS データコレクターに必要な最低限の権限でソースデータベースのユーザーを作
成する方法について説明します。

このセクションは、以下のトピックで構成されます。
• AWS DMSフリートアドバイザーでデータベースユーザーを使用する (p. 40)
• MySQL でのデータベースユーザーの作成 (p. 40)
• Oracle でのデータベースユーザーの作成 (p. 41)
• PostgreSQL によるデータベースユーザーの作成 (p. 41)
• マイクロソフト SQL サーバーによるデータベースユーザーの作成 (p. 42)
• データベースユーザーを削除する (p. 43)

AWS DMSフリートアドバイザーでデータベースユーザーを使用
する
DMSroot データコレクター以外のデータベースユーザーを使用できます。データベースをインベントリ
に追加した後、データコレクターを実行する前に、ユーザー名とパスワードを指定します。データベース
をインベントリに追加する方法については、「」を参照してくださいモニタリング対象オブジェクトの管
理 (p. 51)。

DMS データコレクターの使用を終了したら、作成したデータベースユーザーを削除できます。詳細につい
ては、「データベースユーザーを削除する (p. 43)」を参照してください。

Important

次の例では、{your_user_name} を、データベース用に作成したデータベースユーザーの名前
に置き換えます。次に、{your_password} を安全なパスワードに置き換えます。

MySQL でのデータベースユーザーの作成
MySQL ソースデータベースにデータベースユーザーを作成するには、次のスクリプトを使用しま
す。MySQLGRANT データベースのバージョンに依存するステートメントのバージョンを 1 つだけ保持す
るようにしてください。

CREATE USER {your_user_name} identified BY '{your_password}';

GRANT PROCESS ON *.* TO {your_user_name};
GRANT REFERENCES ON *.* TO {your_user_name};
GRANT TRIGGER ON *.* TO {your_user_name};
GRANT EXECUTE ON *.* TO {your_user_name}; 
                 
# For MySQL versions lower than 8.0, use the following statement.
GRANT SELECT, CREATE TEMPORARY TABLES, DROP ON `temp`.* TO {your_user_name};

# For MySQL versions 8.0 and higher, use the following statement.
GRANT SELECT, CREATE TEMPORARY TABLES, DROP ON `mysql`.* TO {your_user_name};

GRANT SELECT ON performance_schema.* TO {your_user_name};
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SELECT 
    IF(round(Value1 + Value2 / 100 + Value3 / 10000, 4) > 5.0129, 'GRANT EVENT ON *.* 
 TO {your_user_name};', 'SELECT ''Events are not applicable'';') sql_statement
INTO @stringStatement
FROM ( 
       SELECT 
         substring_index(ver, '.', 1)                            value1, 
         substring_index(substring_index(ver, '.', 2), '.', - 1) value2, 
         substring_index(ver, '.', - 1)                          value3 
       FROM  ( 
         SELECT 
           IF((@@version regexp '[^0-9\.]+') != 0, @@innodb_version, @@version) AS ver 
         FROM dual 
       ) vercase 
     ) v;

PREPARE sqlStatement FROM @stringStatement;
SET @stringStatement := NULL;
EXECUTE sqlStatement;
DEALLOCATE PREPARE sqlStatement;

Oracle でのデータベースユーザーの作成
Oracle ソースデータベースにデータベースユーザーを作成するには、以下のスクリプトを使用します。

この SQL スクリプトを実行するには、SYSDBA権限を使用して Oracle データベースに接続します。この 
SQL スクリプトを実行したら、このスクリプトで作成したユーザーの認証情報を使用してデータベースに
接続します。また、このユーザーの認証情報を使用して DMS データコレクターを実行してください。

次のスクリプトは、Oracle マルチテナントコンテナデータベース (CDB)C## のユーザー名にプレフィック
スを追加します。

CREATE USER {your_user_name} IDENTIFIED BY "{your_password}";
GRANT CREATE SESSION TO {your_user_name};
GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO {your_user_name};
GRANT SELECT ON DBA_WM_SYS_PRIVS TO {your_user_name};
BEGIN 
    DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL( 
        acl => UPPER('{your_user_name}') || '_Connect_Access.xml', 
        description => 'Connect Network', 
        principal => UPPER('{your_user_name}'), 
        is_grant => TRUE, 
        privilege => 'resolve', 
        start_date => NULL, 
        end_date => NULL); 

    DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL( 
        acl => UPPER('{your_user_name}') || '_Connect_Access.xml', 
        host => '*', 
        lower_port => NULL, 
        upper_port => NULL);
END;

PostgreSQL によるデータベースユーザーの作成
PostgreSQL ソースデータベースにデータベースユーザーを作成するには、次のスクリプトを使用しま
す。

CREATE USER "{your_user_name}" WITH LOGIN PASSWORD '{your_password}';
GRANT pg_read_all_settings TO "{your_user_name}";
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-- For PostgreSQL versions 10 and higher, add the following statement.
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_ls_waldir() TO "{your_user_name}";

マイクロソフト SQL サーバーによるデータベースユーザーの作
成
Microsoft SQL Server ソースデータベースにデータベースユーザーを作成するには、次のスクリプトを使
用します。

USE master
GO

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.sql_logins WHERE name = N'{your_user_name}') 

 CREATE LOGIN [{your_user_name}] WITH PASSWORD=N'{your_password}', 
 DEFAULT_DATABASE=[master], DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], CHECK_EXPIRATION=OFF, 
 CHECK_POLICY=OFF

GO

GRANT VIEW SERVER STATE TO [{your_user_name}]

GRANT VIEW ANY DEFINITION TO [{your_user_name}]

GRANT VIEW ANY DATABASE TO [{your_user_name}]

IF LEFT(CONVERT(SYSNAME,SERVERPROPERTY('ProductVersion')), CHARINDEX('.', 
 CONVERT(SYSNAME,SERVERPROPERTY('ProductVersion')), 0)-1) >= 12 
 EXECUTE('GRANT CONNECT ANY DATABASE TO [{your_user_name}]')

DECLARE @dbname VARCHAR(100)
DECLARE @statement NVARCHAR(max)

DECLARE db_cursor CURSOR
LOCAL FAST_FORWARD
FOR 
  SELECT 
    name 
  FROM MASTER.sys.databases 
  WHERE state = 0 
    AND is_read_only = 0 
        OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname 
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN 

  SELECT @statement = 'USE '+ quotename(@dbname) +';'+ ' 
    IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.syslogins WHERE name = ''{your_user_name}'') OR NOT 
 EXISTS (SELECT * FROM sys.sysusers WHERE name = ''{your_user_name}'') 
   CREATE USER [{your_user_name}] FOR LOGIN [{your_user_name}]; 

  EXECUTE sp_addrolemember N''db_datareader'', [{your_user_name}]' 

  BEGIN TRY 
    EXECUTE sp_executesql @statement 
  END TRY 
  BEGIN CATCH 
    DECLARE @err NVARCHAR(255) 

    SET @err = error_message() 

    PRINT @dbname 
    PRINT @err 
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  END CATCH 

  FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
END
CLOSE db_cursor 
  DEALLOCATE db_cursor

USE msdb
GO

GRANT EXECUTE ON dbo.agent_datetime TO [{your_user_name}]

データベースユーザーを削除する
すべてのデータ収集タスクを完了したら、DMS データコレクター用に作成したデータベースユーザーを削
除できます。次のスクリプトを使用して、最小限の権限しか持たないユーザーをデータベースから削除で
きます。

MySQL データベースからユーザーを削除するには、以下のスクリプトを実行します。

DROP USER IF EXISTS "{your_user_name}";

Oracle データベースからユーザーを削除するには、以下のスクリプトを実行します。

DECLARE 
  -- Input parameters, please set correct value 
  cnst$user_name CONSTANT VARCHAR2(255) DEFAULT '{your_user_name}'; 

  -- System variables, please, don't change 
  var$is_exists INTEGER DEFAULT 0;
BEGIN 
  SELECT COUNT(hal.acl) INTO var$is_exists 
  FROM dba_host_acls hal 
  WHERE hal.acl LIKE '%' || UPPER(cnst$user_name) || '_Connect_Access.xml'; 
  IF var$is_exists > 0 THEN 
    DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.DROP_ACL( 
      acl => UPPER(cnst$user_name) || '_Connect_Access.xml'); 
  END IF; 
  SELECT COUNT(usr.username) INTO var$is_exists 
  FROM all_users usr 
  WHERE usr.username = UPPER(cnst$user_name); 
  IF var$is_exists > 0 THEN 
    EXECUTE IMMEDIATE 'DROP USER ' || cnst$user_name || ' CASCADE'; 
  END IF;
END;

PostgreSQL データベースからユーザーを削除するには、次のスクリプトを実行します。

DROP USER IF EXISTS "{your_user_name}";

SQL Server データベースからユーザーを削除するには、次のスクリプトを実行します。

USE msdb
GO

REVOKE EXECUTE ON dbo.agent_datetime TO [{your_user_name}]

USE master
GO
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DECLARE @dbname VARCHAR(100)
DECLARE @statement NVARCHAR(max)

DECLARE db_cursor CURSOR
LOCAL FAST_FORWARD
FOR
SELECT 
  name
FROM MASTER.sys.databases
WHERE state = 0 
  AND is_read_only = 0 
    OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname 
  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

SELECT @statement = 'USE '+ quotename(@dbname) +';'+ ' 
  EXECUTE sp_droprolemember N''db_datareader'', [{your_user_name}] 

  IF EXISTS (SELECT * FROM sys.syslogins WHERE name = ''{your_user_name}'')  
    OR EXISTS (SELECT * FROM sys.sysusers WHERE name = ''{your_user_name}'') 
    DROP USER [{your_user_name}];'

BEGIN TRY
EXECUTE sp_executesql @statement
END TRY
BEGIN CATCH 
  DECLARE @err NVARCHAR(255) 
   
  SET @err = error_message() 
   
  PRINT @dbname 
  PRINT @err
END CATCH

FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
END
CLOSE db_cursor 
  DEALLOCATE db_cursor

GO

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.sql_logins WHERE name = N'{your_user_name}') 
  DROP LOGIN [{your_user_name}]  -- Use for SQL login

GO

データコレクターによる移行用データベースの検出
ソースデータインフラストラクチャを見つけるには、AWS DMSデータコレクターを使用できます。デー
タコレクターは、ローカル環境にインストールする Windows アプリケーションです。このアプリケーショ
ンはデータ環境に接続し、オンプレミスのデータベースと分析サーバーからメタデータとパフォーマンス
メトリックを収集します。次に、DMS Fleet Advisor はデータコレクタを使用して、に移行できるサーバ、
データベース、およびスキーマのインベントリを作成しますAWS クラウド。

AWS DMSには、作成できるデータコレクターの数が最大数ありますAWS アカウント。AWS DMSサービ
スクォータについては、次のセクションを参照してくださいAWS Database Migration Service のクォー
タ (p. 712)。

DMS データコレクターは Windows で実行できます。ただし、DMS データコレクタは、稼働している OS 
サーバに関係なく、サポートされているすべてのデータベースベンダーからデータを収集できます。
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DMS データコレクタは、TLS 暗号化による保護された RTPS プロトコルを使用して DMS フリートアドバ
イザーとの安全な接続を確立します。そのため、データはデフォルトで転送中に暗号化されます。

トピック
• DMS データコレクターの権限 (p. 45)
• AWS DMSフリートアドバイザーのデータコレクターの作成 (p. 45)
• データコレクターのインストールと設定 (p. 47)
• モニタリング対象の OS サーバーおよびデータベースサーバーを検出する (p. 49)
• モニタリング対象オブジェクトの管理 (p. 51)
• AWS DMSフリートアドバイザーでの SSL の使用 (p. 53)
• AWS DMSFleet Advisor 用データの収集 (p. 54)
• DMS データコレクターのトラブルシューティング (p. 64)

DMS データコレクターの権限
DMS データコレクター用に作成するデータベースユーザーには、読み取り権限が必要です。ただ
し、EXECUTEデータベースユーザーがアクセス許可を必要とする場合もあります。詳細については、
「AWS DMSフリートアドバイザーのデータベースユーザーの作成 (p. 40)」を参照してください。

DMS データコレクタには、検出スクリプトを実行するための追加の権限が必要です。

• OS を検出するには、DMS データコレクタがドメインサーバが LDAP プロトコルを使用してリクエスト
を実行するための認証情報が必要です。

• Linux でデータベースを検出するには、DMSsudo SSH データコレクタに権限付きの認証情報が必要で
す。また、リモート SSH スクリプトを実行できるように Linux サーバーを設定する必要があります。

• Windows でデータベースを検索するには、DMS データコレクターが Windows 管理インストルメンテー
ション (WMI) および WMI クエリ言語 (WQL) クエリを実行してレジストリを読み取るための権限を持つ
認証情報が必要です。また、リモートの WMI、WQL、 PowerShellおよびスクリプトを実行できるよう
に Windows サーバーを構成する必要があります。

AWS DMSフリートアドバイザーのデータコレクター
の作成
DMS データコレクタを作成してダウンロードする方法について説明します。

データコレクターを作成する前に、IAM コンソールを使用して DMS Fleet Advisor のサービスにリンク
されたロールを作成します。このロールにより、プリンシパルはメトリクスデータポイントを Amazon 
CloudWatch に発行できます。DMS Fleet Advisor はこのロールを使用して、データベースメトリックを含
むグラフを表示します。詳細については、「DMS フリートアドバイザーのサービスにリンクされたロール
の作成 (p. 675)」を参照してください。

データコレクターを作成してダウンロードするには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

DMS Fleet Advisor を使用するリージョンを選択します。
2. ナビゲーションペインで、[Discover] の下の [データコレクター] を選択します。[Data collectors] (デー

タコレクター) ページが開きます。
3. [Create data collector] (データコレクターの作成) を選択します。[Create data collector] (データコレク

ターの作成) ページが開きます。

45

https://console.aws.amazon.com/https://console.aws.amazon.com/dms/v2/


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
データコレクターの作成

4. 「一般設定」セクションの「名前」に、データコレクターの名前を入力します。
5. [Connectivity] (接続) セクションで、[Browse S3] (S3 を参照) を選択します。表示されたリストから事

前設定した Amazon S3 バケットを選択します。

AWS DMSDMS Fleet Advisor のインベントリメタデータをこの S3 バケットに保存します。Amazon 
S3AWS DMS バケットがFleet Advisor を実行しているのと同じAWS リージョンにあることを確認し
ます。

6. IAM ロールのリストで、表示されるリストから事前設定した IAM ロールを選択します。このロールは 
AWS DMS に指定した Amazon S3 バケットへのアクセスを許可します。
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7. [Create data collector] (データコレクターの作成) を選択します。データコレクターページが開き、作
成したデータコレクターがリストに表示されます。

最初のデータコレクタを作成するとき、はAmazon S3 バケットに、データをフォーマットし、Fleet 
AdvisorAWS DMS で使用する属性を保存する環境を構成します。

8. 情報バナーの [ローカルコレクターをダウンロード] を選択して、新しく作成したデータコレクターを
ダウンロードします。ダウンロード中であることを知らせるメッセージが表示されます。ダウンロー
ドが完了したら、AWS_DMS_Collector_Installer_version_number.msiファイルにアクセスで
きます。

これで、DMS データコレクタをクライアントにインストールできます。詳細については、「データコレク
ターのインストールと設定 (p. 47)」を参照してください。

データコレクターのインストールと設定
DMS データコレクターをインストールする方法、データ転送認証情報を指定する方法、LDAP サーバーを
プロジェクトに追加する方法について説明します。

次の表に DMSデータコレクタをインストールするためのハードウェアおよびソフトウェア要件について説
明します。

最小 推奨

プロセッサ：CPU ベンチマークスコアが 8,000 を
超える 2 コア

プロセッサ：CPU ベンチマークスコアが 11,000 
を超える 4 コア

RAM: 8 GB RAM: 16 GB

ハードドライブ容量: 256 GB ハードドライブ容量: 512 GB

オペレーティングシステム: Microsoft Windows 
Server 2012以降

オペレーティングシステム: Windows Server 2016
以降

ネットワーク上のクライアントにデータコレクタをインストールするには

1. .MSI インストーラーを実行します。AWS DMS Fleet Advisor コレクタ セットアップ ウィザードペー
ジが表示されます。

2. [Next] (次へ) を選択します。[End-user license agreement] (エンドユーザーライセンス契約) が表示さ
れます。

3. [End-user license agreement] (エンドユーザーライセンス契約) を読み、同意します。
4. [Next] (次へ) を選択します。[Destination folder] ( 送信先フォルダ) ページが表示されます。
5. [次へ] を選択して、データコレクタをデフォルトディレクトリにインストールします。

または[Change] (変更) をクリックして、別のインストールディレクトリを入力します。続い
て、[Next] (次へ) を選択します。

6. [Desktop shortcut] (デスクトップショートカット) ページで、デスクトップにアイコンをインストール
するためのボックスを選択します。

7. [Install] (インストール) を選択します。データコレクタは選択したディレクトリにインストールされま
す。

8. DMS Collector セットアップウィザードが完了したページで、[AWS DMSCollector を起動] を選択し、
[完了] を選択します。
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DMS データコレクターは、.NET ライブラリ、コネクタ、およびデータプロバイダーを使用してソース
データベースに接続します。DMS データコレクタインストーラは、サーバ上のサポートされているすべて
のデータベースにこの必須ソフトウェアを自動的にインストールします。

データコレクタをインストールしたら、http://localhost:11000/アドレスとして入力してブラウザ
から実行できます。オプションとして、Microsoft Windows の [スタート] メニューから、プログラムのリ
ストから [AWS DMSコレクター] を選択します。DMS データコレクタを初めて実行すると、認証情報を設
定するように求められます。データコレクタにサインインするためのユーザー名とパスワードを作成しま
す。

DMS データコレクタのホームページには、次のステータス条件など、メタデータ収集の準備と実行に関す
る情報があります。

• データ収集のステータスと健全性。
• Amazon S3 バケットとへのアクセス性、AWS DMSしたがって、データコレクターはにデータを転送で

きますAWS DMS。
• インストールされているデータベース ドライバへのコネクティビティ。
• 初期ディスカバリを実行するための LDAP サーバーの認証情報。

DMS データコレクタは LDAP ディレクトリを使用して、ネットワーク内のマシンとデータベースサー
バーに関する情報を収集します。LDAP (ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル) はオープンス
タンダードのアプリケーションプロトコルです。IP ネットワークを介して分散ディレクトリ情報サービ
スにアクセスして維持するために使用されます。システムのインフラストラクチャに関する情報を検出
するために使用できる既存の LDAP サーバーをデータコレクターとしてプロジェクトに追加できます。
これを行うには、+Server オプションを選択し、完全修飾ドメイン名 (FQDN) とドメインコントローラー
の認証情報を指定します。サーバーを追加したら、接続チェックを検証します。検出プロセスを開始す
るには、「」を参照してくださいモニタリング対象の OS サーバーおよびデータベースサーバーを検出す
る (p. 49)。

データ転送用の認証情報の設定
データコレクターをインストールしたら、このアプリケーションが収集したデータをAWS DMS Fleet 
Advisor に送信できることを確認します。
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AWS DMSフリートアドバイザーでデータ転送用の認証情報を設定するには

1. DMS データコレクターのホームページの [データ転送] セクションで、[転送の設定] を選択します。
[データ転送用の認証情報の設定] ダイアログボックスが開きます。

2. DMSAWS リージョン フリートアドバイザーを使用する予定の場所を選択してください。
3. AWSアクセスキー ID と、IAM AWSリソースを作成したときに取得したシークレットアクセスキーを

入力します。詳細については、「IAM リソースの作成 (p. 36)」を参照してください。
4. [データコレクターを参照] を選択します。

指定されたリージョンにまだデータコレクターを作成していない場合は、先に進む前にデータコレク
ターを作成してください。詳細については、「データコレクターの作成 (p. 45)」を参照してくださ
い。

5. [データコレクターの選択] ウィンドウで、リストからデータコレクターを選択し、[選択] を選択しま
す。

6. [データ転送用の認証情報の設定] ダイアログボックスで、[保存] を選択します。

DMS Collector ホームページのデータ転送カードで、[Amazon S3 へのアクセス] と [アクセス] のステータ
スが [はい] AWS DMSに設定されていることを確認します。

[Amazon S3 へのアクセス] または [アクセス] のステータスが [いいえ] AWS DMSに設定されている場合
は、Amazon S3 と DMS フリートアドバイザーにアクセスするための IAM リソースを作成したことを確認
してください。必要なすべての権限を使用してこれらの IAM リソースを作成したら、データ転送を再度設
定します。詳細については、「IAM リソースの作成 (p. 36)」を参照してください。

モニタリング対象の OS サーバーおよびデータベース
サーバーを検出する
DMS データコレクタを使用して、ネットワーク内の利用可能なすべてのサーバーを検索して一覧表示でき
ます。ネットワークで利用可能なすべてのデータベースサーバーを検出することをお勧めしますが、必須
ではありません。オプションで、サーバーのリストを手動で追加またはアップロードして、さらにデータ
を収集できます。サーバーのリストを手動で追加する方法の詳細については、を参照してくださいモニタ
リング対象オブジェクトの管理 (p. 51)。

これらのサーバー上のデータベースを検出する前に、すべてのオペレーティングシステム (OS) サー
バーを検出することをお勧めします。OS サーバーを検出するには、リモート PowerShell、セキュア
シェル (SSH)、Windows 管理インストルメンテーション (WMI) のスクリプトとコマンドを実行する権限
と、Windows レジストリへのアクセス権が必要です。ネットワーク内のデータベースサーバーを検出し、
そこからメタデータを収集するには、リモートデータベース接続の読み取り専用管理者権限が必要です。
検出を続行する前に、必ず LDAP サーバーを追加してください。詳細については、「データ転送用の認証
情報の設定 (p. 48)」を参照してください。

DMS データコレクタを開始するには、以下のタスクを完了します。

• ネットワーク内のすべての OS サーバーを検出します。
• モニタリングするオブジェクトとして特定の OS サーバーを追加します。
• モニタリング対象の OS サーバーの接続を確認します。
• OS サーバーで実行されているMicrosoft SQL Server、MySQL、Oracle、PostgreSQL データベースを検

索します。
• データ収集用のデータベースサーバーを追加します。
• モニタリング対象のデータベースへの接続を確認します。
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モニタリングできるネットワーク内の OS サーバーを検出するには

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[Discovery] を選択します。ナビゲーションペイ
ンを表示するには、DMS データコレクタのホームページの左上隅にあるメニューアイコンを選択しま
す。

[Discovery] (検出) ページが開きます。
2. [OS サーバー] タブが選択されていることを確認し、[検出を実行] を選択します。[Discovery 

parameters] (検出パラメータ) ダイアログボックスが表示されます。
3. ネットワークのスキャンに使用する LDAP サーバーを入力します。
4. [Run discovery] (検出の実行) を選択します。このページには、データベースを実行しているかどうか

にかかわらず、ネットワーク内で検出されたすべての OS サーバーのリストが表示されます。

これらのサーバー上のデータベースの検出を実行する前に、すべての OS サーバーに対して検出を実
行することを推奨します。認証情報を使用すると、まずホストサーバーに対して検出が可能になり、
次にホストサーバーに常駐するデータベースの検出が可能になります。これらのサーバー上のデータ
ベースの検出を実行する前に、まず OS サーバーを検出する必要があります。LDAP サーバーがネッ
トワーク内の OS サーバーを検索するために使用する資格情報は、特定の OS サーバー上のデータ
ベースを検出するために必要な資格情報と異なる場合があることに注意してください。そのため、監
視対象オブジェクトに OS サーバーを追加し、資格情報を確認して必要に応じて修正し、接続を確認
してから次に進むことをお勧めします。

ネットワーク内で検出された OS サーバーのリストで、モニタリング対象オブジェクトに追加するサー
バーを選択できます。

モニタリングするオブジェクトとして OS サーバーを選択するには

1. [Discovery] (検出) ページで、[OS servers] (OS サーバー) タブを選択します。
2. 検出された OS サーバの表示リストで、モニタリングする各サーバーの横にあるチェックボックスを

選択します。
3. [Add to monitored objects] (モニタリング対象オブジェクトへの追加) を選択します。

監視オブジェクトページでは、接続を監視および検証するOSサーバーのリストを表示できます。

モニタリングする選択した OS サーバーの接続を確認するには

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[監視対象オブジェクト] を選択します。
2. 「監視対象オブジェクト」ページで、「OS サーバー」タブを選択します。監視対象の検出された OS 

サーバのリストが表示されます。
3. 列上部にあるチェックボックスをオンにして、一覧にあるすべての OS サーバーを選択します。
4. 「アクション」を選択し、「接続を確認」を選択します。各サーバーオブジェクトについて、結果を 

[接続ステータス] 列に表示します。
5. 接続ステータスが「成功」以外のサーバーを選択します。次に、[アクション] を選択し、[編集] を選

択します。[サーバーの編集] ダイアログボックスが開きます。
6. 情報が正しいことを確認するか、必要に応じて編集します。完了したら、[Save] (保存) を選択しま

す。[Override credentials] (認証情報の) ダイアログボックスが開きます。
7. [Overwrite] (上書き) を選択します。DMS データコレクタは、各接続のステータスを確認し、成功とし

て更新します。

これでモニタリング対象として選択したサーバーにあるデータベースを検出できます。

サーバー上で実行されているデータベースを検出する

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[Discovery] を選択します。
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2. [Database servers] (データベースサーバー) タブをクリックし、[Run discovery] (検出の実行) を選択
します。[検出パラメータ] ダイアログボックスが開きます。

3. 検出パラメータダイアログボックスの [検出方法] で、[監視対象オブジェクト] を選択します。「サー
バー」で、データベース検出を実行する OS サーバーを選択します。

4. [Run discovery] (検出の実行) を選択します。このページには、モニタリング対象として選択した OS 
サーバー上にある全データベースのリストが表示されます。

監視するデータベースの選択に役立つデータベースアドレス、サーバー名、データベース エンジンなどの
情報を表示します。

監視するデータベースを選択するには

1. 「検出」ページで、「データベースサーバー」タブを選択します。
2. 検出されたデータベースの表示リストで、モニタリングするすべてのデータベースの横にあるチェッ

クボックスを選択します。
3. [Add to monitored objects] (モニタリング対象オブジェクトへの追加) を選択します。

これで、モニタリング対象として選択したデータベースへの接続を確認できます。

モニタリング対象データベースへの接続を確認するには

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[監視対象オブジェクト] を選択します。
2. 「監視対象オブジェクト」ページで、「データベースサーバー」タブを選択します。モニタリング対

象として選択した検出されたデータベースサーバーのリストが開きます。
3. 列上部にあるチェックボックスをオンにして、リストされているすべてのデータベースサーバーを選

択します。
4. [アクション] を選択し、[接続を確認] を選択します。データベースごとに、[接続ステータス] 列に結果

が表示されます。
5. ステータスが未定義 (空白) またはステータスが「失敗」の接続を選択します。次に、[アクション] を

選択し、[編集] を選択します。[Edit monitored objects] (モニタリング対象オブジェクトの編集) ダイア
ログボックスが開きます。

6. ログインとパスワードの認証情報を入力し、[保存] を選択します。[資格の変更] ダイアログボックス
が開きます。

7. [Overwrite] (上書き) を選択します。DMS データコレクタは、各接続のステータスを確認し、成功とし
て更新します。

モニタリング対象 OS サーバーおよびデータベースを検出した後、モニタリング対象オブジェクトを管理
するためのアクションを実行することもできます。

モニタリング対象オブジェクトの管理
OS サーバーとデータベースサーバーの検出 (p. 49) の説明に従って、サーバ検出プロセスを実行すると
きにモニタリングするオブジェクトを選択できます。また、オペレーティングシステム (OS) サーバーや
データベースサーバーなどのオブジェクトを手動で管理することもできます。次のアクションを実行して
モニタリング対象オブジェクトを管理できます。

• 新しいモニタリング対象オブジェクトを追加します
• 既存のオブジェクトを削除する
• 既存のオブジェクトを編集する
• モニタリングするオブジェクトのリストをエクスポートおよびインポートする
• オブジェクトへの接続をチェックする
• データ収集の開始します
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たとえば、モニタリング対象のオブジェクトを手動で追加できます。

モニタリングするオブジェクトを手動で追加するには

1. 「監視対象オブジェクト」ページで、「+Server」を選択します。[監視対象オブジェクトの追加] ダイ
アログボックスが開きます。

2. サーバーに関する情報を追加し、[保存] を選択します。

また、.csv ファイルを使用して、モニタリングするオブジェクトの大きなリストをインポートすること
もできます。DMS データコレクタにオブジェクトのリストをインポートする以下の.csvファイル形式を
使用します。

Hostname - Hostname or IP address of Monitored Object
Port - TCP port of Monitored Object   
Engine: (one of the following)          
        • Microsoft SQL Server          
        • Microsoft Windows 
        • Oracle Database         
        • Linux          
        • MySQL Server          
        • PostgreSQL  
Connection type: (one of the following)          
        • Login/Password Authentication          
        • Windows Authentication          
        • Key-Based Authentication
Domain name:(Windows authentication)          
        • Use domain name for the account
User name   
Password

モニタリングするオブジェクトのリストを含む .csv ファイルをインポートするには

1. [Import] (インポート) を選択します。「監視対象オブジェクトのインポート」ページが開きます。
2. .csvインポートするファイルをブラウズして、[次へ] を選択します。

すべてのオブジェクトを表示し、メタデータの収集を開始するオブジェクトを選択できます。

OS サーバーを手動で追加したデータベースに関連付ける
DMS フリートアドバイザーは、MySQL および PostgreSQL データベースから直接パフォーマンスメト
リクスを収集することはできません。ターゲットレコメンデーションに必要なメトリックを収集するため
に、DMS Fleet Advisor はデータベースが稼働している OS メトリックを使用します。

MySQL データベースと PostgreSQL データベースを監視対象オブジェクトのリストに手動で追加する
と、DMS データコレクターはこれらのデータベースが稼働している OS サーバーを識別できません。この
問題のため、MySQL データベースと PostgreSQL データベースを OS サーバーに関連付ける必要がありま
す。

DMS Fleet Advisor が自動的に検出したデータベースに OS サーバを手動で関連付ける必要はありません。

OS サーバーをデータベースに関連付けるには

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[監視対象オブジェクト] を選択します。
2. 「監視対象オブジェクト」ページで、「データベースサーバー」タブを選択します。データベース

サーバーのリストが表示されます。
3. 手動で追加した MySQL または PostgreSQL データベースサーバーの横にあるチェックボックスを選

択します。
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4. [アクション] を選択し、[編集] を選択します。[データベースの編集] ダイアログボックスが開きます。
5. DMS データコレクタがこのデータベースが稼働している OS サーバをすでに検出している場合は、

[自動検出] を選択します。DMS データコレクタは SQL スクリプトを実行して、データベースが稼働
している OS サーバを自動的に識別します。次に、DMS データコレクタがこの OS サーバをデータ
ベースに関連付けます。次のステップをスキップして、編集したデータベース設定を保存します。

DMS データコレクタがデータベースの OS サーバを自動的に識別できない場合は、正しい認証情報を
使用し、データベースへのアクセス権限を与えてください。オプションで、OS サーバーを手動で追
加できます。

6. OS サーバーを手動で追加するには、[+ OS サーバーの追加] を選択します。[ホスト OS サーバーの追
加] ダイアログボックスが開きます。

OS サーバーに関する情報を追加し、[保存] を選択します。
7. [データベースの編集] ダイアログボックスで [接続を確認] を選択し、DMS データコレクタが OS サー

バに接続できることを確認します。
8. 接続を確認したら、[保存] を選択します。

ソースデータベースに関連付けられた OS サーバを変更すると、DMS Fleet Advisor は更新されたメトリッ
クを使用して推奨事項を生成します。ただし、Amazon CloudWatch のグラフには、データベースサー
バーの古いデータが表示されます。 CloudWatch グラフの詳細については、を参照してくださいレコメン
デーションの詳細 (p. 71)。

AWS DMSフリートアドバイザーでの SSL の使用
データを保護するために、AWS DMS Fleet Advisor は SSL を使用してデータベースにアクセスできます。

サポートされているデータベース
AWS DMSフリートアドバイザーは、SSL を使用して次のデータベースにアクセスすることをサポートし
ています。

• Microsoft SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL

SSL のセットアップ
SSL を使用してデータベースにアクセスするには、SSL をサポートするようにデータベースサーバーを設
定します。詳細については、ご使用のデータベースの次のドキュメントを参照してください。

• SQL Server: データベースエンジンへの暗号化接続を有効にする
• MySQL: 暗号化された接続を使用するように MySQL を設定
• PostgreSQL: SSL によるセキュアな TCP/IP 接続

SSL を使用してデータベースに接続するには、「サーバー証明書を信頼する」を選択し、サーバーを手動
で追加するときに「SSL を使用する」を選択します。MySQL データベースの場合、カスタム証明書を使
用できます。カスタム証明書を使用するには、Verify CA チェックボックスを選択します。サーバーを追加
する方法については、「」を参照してくださいモニタリング対象オブジェクトの管理 (p. 51)。

SQL Server のサーバー認証局 (CA) 証明書の確認
SQL Server のサーバー認証局 (CA) 証明書を検証する場合は、サーバーを追加するときに [サーバー証明
書を信頼する] をオフにします。サーバーが既知のCAを使用しており、そのCAがOSにデフォルトでイン
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ストールされている場合、検証は正常に機能するはずです。DMS Fleet Advisor がデータベースサーバに接
続できない場合は、データベースサーバが使用する CA 証明書をインストールします。詳細については、
「クライアントの設定」を参照してください。

AWS DMSFleet Advisor 用データの収集
データの収集を開始するには、[監視対象オブジェクト] ページでオブジェクトを選択し、[データ収集を
実行] を選択します。DMS データコレクタは、一度に最大 100 のデータベースから収集できます。ま
た、DMS データコレクターは、最大 8 つのparallel スレッドを使用して環境内のデータベースに接続でき
ます。DMS データコレクターは、これら 8 つのスレッドのうち、最大 5 つのparallel スレッドを使用して 
1 つのデータベースインスタンスに接続できます。

Important

データの収集を開始する前に、DMS データコレクタのホームページの「ソフトウェアチェック」
セクションを参照してください。監視するすべてのデータベースエンジンのステータスが Passed
であることを確認します。一部のデータベースエンジンが「失敗」ステータスになっていて、監
視対象オブジェクトリストに対応するエンジンを搭載したデータベースサーバーがある場合は、
先に進む前に問題を解決してください。ヒントは、「ソフトウェアチェック」セクションの「失
敗」ステータスの横にあります。

DMS データコレクタは、シングルランと継続的なモニタリングの 2 つのモードで動作します。データ収集
を開始すると、[データ収集の実行] ダイアログボックスが開きます。次に、次の 2 つのオプションのいず
れかを選択します。

メタデータとデータベース容量

DMS データコレクタは、データベースまたは OS サーバから情報を収集します。スキーマ、バージョ
ン、エディション、CPU、メモリ、ディスク容量が含まれます。この情報に基づいて、DMS Fleet 
Advisor でターゲットの推奨値を計算できます。ソースデータベースがオーバープロビジョニングまた
はアンダープロビジョニングの場合、ターゲットのレコメンデーションもオーバーまたはアンダープ
ロビジョニングになります。

これがデフォルトのオプションです。
メタデータ、データベース容量、リソース使用率

メタデータおよびデータベース容量情報に加えて、DMS データコレクタは、データベースまたは OS 
サーバの CPU、メモリ、およびディスク容量の実際の使用率メトリックを収集します。提供される
ターゲットの推奨事項は、実際のデータベースワークロードに基づいているため、より正確になりま
す。

このオプションを選択した場合は、データ収集期間を設定します。今後 7 日間にデータを収集するこ
とも、カスタム範囲を 1 ～ 60 日間に設定することもできます。

データ収集が開始されると、データ収集ページにリダイレクトされます。このページでは、収集クエリの
実行方法を確認したり、進行状況を監視したりできます。ここでは、全体的な収集の健全性をまたはDMS
データコレクターのホームページで確認できます。全体的なデータ収集の健全性が 100% 未満の場合は、
収集関連の問題を修正する必要がある場合があります。

DMS データコレクターをメタデータおよびデータベースキャパシティモードで実行すると、完了したクエ
リの数がデータ収集ページに表示されます。

DMS データコレクターをメタデータ、データベース容量、リソース使用率モードで実行すると、DMS 
データコレクターが監視を完了するまでの残り時間を確認できます。

[Data collection] (データ収集) ページでは、オブジェクトの収集ステータスを確認できます。正常に動作し
ていない場合は、発生した問題の数を示すメッセージが表示されます。問題の修正を特定しやすくするた
めに、詳細をチェックできます。次のタブには潜在的な問題の一覧が表示されます：
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• [Summary by query] (クエリによるサマリ) — Ping テストのようなテストのステータスを表示します。
結果をフィルタリングするには、[Status] (ステータス) 列でロードバランサーの ID をクリックしま
す。[Status] (ステータス) 列にはデータ収集中に発生した障害の数を示すメッセージが表示されます。

• [Summary by a monitored object] (監視対象オブジェクト別のサマリー) — オブジェクトごとの全体的な
ステータスを表示します。

• [Summary by query type] (クエリタイプ別のサマリー) — SQL、セキュアシェル (SSH)、Windows 管理
インスツルメンテーション (WMI) 呼び出しなど、コレクタクエリの種類のステータスを表示します。

• [Summary by issue] (問題別要約) - 発生した一意の課題をすべて表示し、課題名と各課題が発生した回数
を表示します。

収集結果をエクスポートするには、[Export to CSV] (CSV へエクスポート)。

問題を特定して解決したら、[Start collection] (収集の開始) をクリックし、データ収集プロセスを再実行し
ます。データ収集を実行した後、データコレクターはセキュアな接続を使用して、収集したデータを DMS 
Fleet Advisor のインベントリにアップロードします。DMS フリートアドバイザーは Amazon S3 バケット
に情報を保存します。データ転送用の認証情報の設定については、を参照してくださいデータ転送用の認
証情報の設定 (p. 48)。

AWS DMSフリートアドバイザーによるキャパシティとリソース
使用率メトリックの収集
メタデータとパフォーマンスメトリックは、1 回の実行と継続的な監視の 2 つのモードで収集できます。
選択したオプションに応じて、DMS データコレクターはデータ環境のさまざまな指標を追跡します。1 回
の実行で、DMS データコレクターはデータベースと OS サーバーのメタデータメトリックのみを追跡しま
す。継続的な監視中、DMS データコレクターはリソースの実際の使用状況を追跡します。

AWS DMSDMS データコレクターを 1 回実行すると、次のメトリックが収集されます。
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• OS サーバーで使用可能なメモリ
• OS サーバー上の使用可能なストレージ
• データベースのバージョンとエディション
• OS サーバー上の CPU の数
• スキーマの数
• ストアドプロシージャの数
• テーブルの数
• トリガーの数
• ビュー数
• スキーマ構造

DMS Fleet Advisor は、これらのメトリックを使用して、データベースと OS サーバのインベントリを作成
します。また、DMS Fleet Advisor はこれらのメトリックを使用してソースデータベーススキーマを分析し
ます。

DMS Fleet Advisor は、これらの指標のみを使用してターゲットレコメンデーションを生成できます。こ
の場合、オーバープロビジョニングされたソースデータベースでは、ターゲットの推奨もオーバープロビ
ジョニングされます。そのため、のリソースのメンテナンスには追加コストがかかりますAWS クラウド。
プロビジョニングが不十分なソースデータベースの場合、ターゲットの推奨もプロビジョニング不足にな
り、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

スキーマ分析を開始したら、DMSAWS DMS データコレクターに次のメトリクスをリクエストします。

• データベースサポート日
• コード行数
• スキーマの複雑さ
• スキーマの類似性

AWS DMS継続的な監視中に以下の指標を収集します。DMS データコレクターは 1 ～ 60 日間実行できま
す。

• データベースサーバーの I/O スループット
• データベースサーバーの 1 秒あたりの入出力オペレーション数 (IOPS)
• OS サーバーが使用する CPU の数
• OS サーバーのメモリ使用量
• OS サーバーのストレージ使用量

DMS Fleet Advisor はこれらのメトリックを使用して正確なターゲット推奨を生成するので、ターゲット
データベースがパフォーマンスニーズを満たします。また、内のリソースのメンテナンスに追加費用をか
けることもありませんAWS クラウド。

AWS DMSフリートアドバイザーはキャパシティとリソース使用
率の指標をどのように収集しますか？
DMS フリートアドバイザーは、毎分パフォーマンスメトリックを収集します。

Oracle と SQL Server の場合、DMS フリートアドバイザーは SQL クエリを実行して各データベースメト
リックの値をキャプチャします。

MySQL と PostgreSQL の場合、DMS フリートアドバイザーはデータベースが稼働している OS サーバか
らパフォーマンスメトリックを収集します。Windows では、DMS フリートアドバイザーは WMI クエリ
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言語 (WQL) スクリプトを実行し、WMI データを受信します。Linux では、DMS フリートアドバイザーは 
OS サーバのメトリックをキャプチャするコマンドを実行します。

Important

リモート SQL スクリプトを実行すると、運用データベースのパフォーマンスに影響する可能性が
あります。ただし、データ収集クエリには計算ロジックは含まれていません。したがって、デー
タ収集プロセスでデータベースリソースの 1% 以上が使用されることはまずありません。

データコレクターがメトリックを収集するために実行するすべてのクエリを表示できます。そのため
には、DMSCollector.Collections.jsonファイルを開きます。このファイルは、etcデータコレ
クターをインストールしたのと同じフォルダーにあるフォルダーにあります。デフォルトのパスは C:
\ProgramData\Amazon\AWS DMS Collector\etc\DMSCollector.Collections.json です。

DMS データコレクタは、収集されたすべてのデータの一時ストレージとしてローカルファイルシステムを
使用します。DMS データコレクタは収集したデータを JSON 形式で保存します。ローカルコレクターを
オフラインモードで使用し、データ転送を設定する前に、収集したファイルを手動で確認または検証でき
ます。収集されたすべてのファイルは、DMSout データコレクタをインストールしたのと同じフォルダに
あるフォルダに表示されます。デフォルトのパスは C:\ProgramData\Amazon\AWS DMS Collector
\out です。

Important

DMS データコレクターをオフラインモードで実行し、収集したデータをサーバーに 14 日間
以上保存した場合、Amazon CloudWatch を使用してこれらの指標を表示することはできませ
ん。ただし、DMS フリートアドバイザーは引き続きこのデータを使用して推奨事項を生成し
ます。 CloudWatch グラフの詳細については、を参照してくださいレコメンデーションの詳
細 (p. 71)。

収集したデータファイルをオンラインモードで確認または検証することもできます。DMS データコレク
ターは、DMS データコレクター設定で指定した Amazon S3 バケットにすべてのデータを転送します。

DMS データコレクターを使用して、オンプレミスのデータベースからデータを収集できます。ま
た、Amazon RDS および Aurora データベースからデータを収集することもできます。ただし、Amazon 
RDS または Aurora とオンプレミス DB インスタンスの違いにより、すべての DMS データコレクター
クエリをクラウドで正常に実行することはできません。DMS データコレクターは MySQL データベー
スと PostgreSQL データベースの使用率メトリクスをホスト OS から収集するため、このアプローチは 
Amazon RDS と Aurora では機能しません。

AWS DMSフリートアドバイザーによるデータベース機能の収集
DMS データコレクターを使用して、ターゲットエンジンがサポートしていないデータベース機能を見つけ
ることができます。適切な移行ターゲットを選択するには、これらの制限を考慮する必要があります。

ターゲットエンジンに応じて、DMS データコレクターは特定のソースデータベース機能を検出します。次
に、DMS Fleet Advisor が制限に関する追加情報を提供し、この制限に対処または回避するために取るべき
推奨措置を示します。また、DMS フリートアドバイザーはこれらの制限の影響を計算します。

次の表には、Amazon RDS for MySQL ではサポートされていない MySQL データベース機能が含まれてい
ます。

制限 説明 Impact

認証用プラグイン Amazon RDS は MySQL 認証プ
ラグインをサポートしていませ
ん。

低

システムログへのエラーロギン
グ

Amazon RDS は、エラーログを
システムログに書き込むことを
サポートしていません。

低
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制限 説明 Impact

グローバルトランザクション識
別子

グローバルトランザクション ID 
は、RDS for MySQL 5.7 バー
ジョンおよび RDS for MySQL 
8.0.26 以降の MySQL 8.0 バー
ジョンで使用できます。

低

グループのレプリケーション Amazon RDS は、MySQL グルー
プレプリケーションプラグイン
をサポートしていません。

低

InnoDB テーブル領域の暗号化 Amazon RDS は、InnoDB テーブ
ルスペース暗号化をサポートし
ていません。

低

InnoDB 予約語 InnoDB は、MySQL 用の 
Amazon RDS の予約語で
す。MySQL データベースにこの
名前を使用することはできませ
ん。

低

キーリングプラグイン Amazon RDS では、MySQL キー
リングプラグインがサポートさ
れていません。

低

パスワード検証プラグイン Amazon RDS は 
MySQLvalidate_password プ
ラグインをサポートしていませ
ん。

低

永続的システム可変 Amazon RDS は、MySQL 永続シ
ステム変数をサポートしていま
せん。

低

制限付きアクセス Amazon RDS では、アドバン
ストのアクセス許可を必要と
する特定のシステムの手順や
テーブルへのアクセスも制限
しています。また、Amazon 
RDS では、Telnet、Secure Shell 
(SSH)、または Windows のリ
モートデスクトップ接続を使用
しての、DB インスタンスへの直
接的なホストアクセスは許可さ
れません。

低

リライタークエリ書き換えプラ
グイン

Amazon RDS は MySQL リライ
タークエリ書き換えプラグイン
をサポートしていません。

低

準同期レプリケーション Amazon RDS は、MySQL の準同
期レプリケーションをサポート
していません。

低

トランスポータブルテーブルス
ペース

Amazon RDS は、MySQL トラン
スポータブルテーブルスペース
機能をサポートしていません。

低
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制限 説明 Impact

X プラグイン Amazon RDS では、MySQL X プ
ラグインがサポートされていま
せん。

低

次の表に、Amazon RDS for Oracle がサポートしていない Oracle データベース機能が含まれています。

制限 説明 Impact

アクティブデータガード Active Data Guardはオラクル
のマルチテナント・コンテナ・
データベース（CDB）では使用
できません。

中

Automatic Storage Management Amazon RDS は Oracle 自動ス
トレージ管理 (Oracle ASM) をサ
ポートしていません。

中

データベースアクティビティス
トリーミング

Amazon RDS は、シングルテ
ナントアーキテクチャの Oracle 
データベースアクティビティス
トリームをサポートしません。

高

ファイルサイズの制限 RDS for Oracle DB インスタンス
の 1 ファイルの最大サイズは 16 
TiB です。

中

FTP および SFTP Amazon RDS では、FTP と 
SFTP がサポートされていませ
ん。

中

パーティション分割されたハイ
ブリッドテーブル

Amazon RDS は、Oracle ハイブ
リッドパーティションテーブル
をサポートしていません。

高

Oracle Data Guard Amazon RDS はシングルテナ
ントアーキテクチャの Oracle 
データガード機能を備えていま
せん。

高

Oracle Database Vault Amazon RDS では、Oracle 
Database Vault がサポートされ
ていません。

高

Oracle DBA 権限ボルト Amazon RDS には、オラクル 
DBA 権限には制限があります。
詳細については、「Oracle DBA 
権限の制限事項」を参照してく
ださい。

高

Oracle Enterprise Manager Amazon RDS は、シングルテナ
ントアーキテクチャ用の Oracle 
Enterprise Manager を使用しま
せん。

高

Oracle Enterprise Manager Agent Amazon RDS では、シングル
テナントアーキテクチャ用の 

中
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制限 説明 Impact
Oracle Enterprise Manager Agent 
は提供されません。

Oracle Enterprise Manager Cloud 
Control Management Repository

Amazon RDS for Oracle DB イ
ンスタンスを Oracle Enterprise 
Manager クラウドコントロール
管理リポジトリに使用すること
はできません。

高

Oracle フラッシュバックデータ
ベース

Amazon RDS は Oracle フラッ
シュバックデータベース機能を
サポートしていません。

高

Oracle Label Security Amazon RDS は、シングルテナ
ントアーキテクチャの Oracle ラ
ベルセキュリティをサポートし
ません。Oracle Label Security
は、マルチテナント・コンテ
ナ・データベース (Oracle CDB) 
でのみ使用できます。

高

Oracle メッセージングゲート
ウェイ

Amazon RDS は Oracle メッセー
ジングゲートウェイをサポート
していません。

高

Oracle Real Application Clusters Amazon RDS は Oracle Real 
Real Application Clusters (Oracle 
RAC) をサポートしていません。

高

Oracle Real Application Testing Amazon RDS は、Oracle Real 
Real Application テストをサポー
トしていません。

高

Oracle スナップショットスタン
バイデータベース

Amazon RDS は Oracle スナップ
ショットスタンバイデータベー
スをサポートしていません。

高

パブリックシノニム Amazon RDS は、Oracle が提供
するスキーマのパブリックシノ
ニムをサポートしていません。

中

サポートされていない機能のス
キーマ

Amazon RDS は、システム権限
を必要とする Oracle の機能や
コンポーネントのスキーマをサ
ポートしていません。

高

ピュア・ユニファイド監査 Amazon RDS は純粋な統合監査
をサポートしていません。統合
監査は混合モードで使用できま
す。

中

ワークスペースマネージャー Amazon RDS は OracleWMSYS
データベースワークスペースマ
ネージャースキーマをサポート
していません。

高
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次の表に Amazon RDS for PostgreSQL ではサポートしていない PostgreSQL データベース機能が含まれ
ています。

制限 説明 Impact

同時接続 RDS for PostgreSQL インス
タンスへの同時接続の最大数
は、max_connectionsパラ
メータによって制限されていま
す。

低

最新バージョン Amazon RDS はメジャーバー
ジョンアップグレードを自動的
に適用しません。メジャーバー
ジョンアップグレードを実行す
るためには、DB インスタンスを
手動で変更します。詳細につい
ては、「PostgreSQL のメジャー
バージョンアップグレードの選
択」をご参照ください。

低

予約済み接続 Amazon RDS では、システムメ
ンテナンス用に最大 3 接続が予
約されます。ユーザー接続パラ
メータの値を指定する場合は、
使用予定の接続数に 3 を加えま
す。

低

サポートされている拡張機能 RDS for PostgreSQL は 
PostgreSQL データベースエ
ンジンのエクステンションを
限られた数だけサポートして
います。サポートされている
拡張機能のリストは、ご使用
の PostgreSQL バージョンの
デフォルトの DB パラメータ
グループで確認できます。ま
た、psqlrds.extensionsでパ
ラメータを表示することで、最
新の拡張機能のリストを確認す
ることもできます。

低

テーブルスペースの分割または
分離

I/O 分割または分離にテーブル
スペースを使用することはでき
ません。RDS for PostgreSQL 
Server では、すべてのストレー
ジが 1 つの論理ボリューム上に
あります。

低

次の表に、Amazon RDS for SQL Server がサポートしていない SQL Server データベース機能が含まれて
います。

制限 説明 Impact

Microsoft Azure Blob ストレージ
へのバックアップ

RDS for SQL Server はMicrosoft 
Azure Blob ストレージへのバッ

中
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制限 説明 Impact
クアップをサポートしていませ
ん。

バッファプールの拡張 RDS for SQL Server はバッ
ファープールの拡張をサポート
していません。

高

カスタムパスワードポリシー RDS for SQL Server はカスタム
パスワードポリシーをサポート
していません。

中

Data Quality Services SQL Server 用の RDS で
は、SQL Server データ品質サー
ビス (DQS) がサポートされてい
ません。

高

データベースのログ配布 SQL Server 用の RDS では、
データベースログシッピングが
サポートされていません。

高

[データベース名] データベース名には次の制限が
あります。先頭に rdsadmin を使
用できない、先頭または末尾に
スペースまたはタブを使用でき
ない、改行を作成する文字を含
められない、一重引用符 (') を使
用できない。

中

データベーススナップショット RDS for SQL Server はデータ
ベーススナップショットをサ
ポートしていません。Amazon 
RDS では DB インスタンスのス
ナップショットのみを使用でき
ます。

中

ストアドプロシージャの拡張 RDS for SQL Server は、を含む
拡張ストアドプロシージャをサ
ポートしませんxp_cmdshell。

高

ファイルテーブル SQL Server 用の RDS では、
ファイルテーブルがサポートさ
れていません。

中

FILESTREAM のサポート RDS for SQL Server はファイル
ストリームをサポートしていま
せん。

中

リンクサーバー RDS for SQL Server では、リン
クされたサーバーのサポートが
制限されています。

高

Machine Learning と R サービス RDS for SQL Server はMachine 
Learning と R サービスをサポー
トしていません。これらのサー
ビスをインストールするには 
OS へのアクセスが必要だからで
す。

高
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制限 説明 Impact

メンテナンスプラン SQL Server 用の RDS はメンテ
ナンスプランをサポートしてい
ません。

高

パフォーマンスデータコレク
ター

RDS for SQL Server はパフォー
マンスデータコレクタをサポー
トしていません。

高

ポリシーベースの管理 SQL Server 用の RDS はポリ
シーベースの管理をサポートし
ていません。

中

PolyBase SQL Server 用の RDS はサポー
トされていません PolyBase。

高

レプリケーション SQL Server 用の RDS では、レ
プリケーションがサポートされ
ていません。

中

リソースガバナー SQL Server 用の RDS はリソー
スガバナーをサポートしていま
せん。

高

サーバーレベルのトリガー SQL Server 用の RDS では、
サーバーレベルのトリガーがサ
ポートされていません。

中

サービスブローカーエンドポイ
ント

RDS for SQL Server はサービス
ブローカーのエンドポイントを
サポートしていません。

高

SSAS SQL Server 用の RDS で SQL 
Server Analysis Services (SSAS) 
を実行する場合に適用される制
限を検討します。詳細について
は、「制限」を参照してくださ
い。

低

SSIS SQL Server 用の RDS で SQL 
Server Integration Services 
(SSIS) を実行する場合に適用さ
れる制限を検討します。詳細に
ついては、「制限」を参照して
ください。

低

SSRS SQL Server 用の RDS で SQL 
Server Reporting Services 
(SSRS) を実行する場合に適用さ
れる制限を検討します。詳細に
ついては、「制限」を参照して
ください。

低
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制限 説明 Impact

SQL Server DB インスタンスの
ストレージサイズ

SQL Server 汎用 (SSD) ストレー
ジとプロビジョンド IOPS スト
レージインスタンスの最大スト
レージサイズは 16 TiB です。

SQL Server 磁気ストレージイン
スタンスの最大ストレージサイ
ズは 1 TiB です。

高

ストレッチデータベース SQL Server 用の RDS で
は、SQL Server ストレッチデー
タベース機能がサポートされて
いません。

中

T-SQL エンドポイント SQL Server 用の RDS では、
を使用するすべてのオペレー
ションがサポートされていませ
んCREATE ENDPOINT。

高

信頼できるデータベースプロパ
ティ

RDS for SQL Server 
は、sysadminロールを必要と
するため、TRUSTWORTHYデータ
ベースプロパティをサポートし
ません。

中

DMS データコレクターのトラブルシューティング
次のリストでは、データコレクターでデータを収集する際に特定の問題が発生したときに実行するアク
ションが見つかります。

トピック
• ネットワークおよびサーバー接続に関連するデータ収集の問題 (p. 64)
• Windows 管理インストルメンテーションに関連するデータ収集の問題 (p. 65)
• Windows ウェブページコンポーザに関連するデータ収集の問題 (p. 65)
• SSL に関連するデータ収集の問題 (p. 66)

ネットワークおよびサーバー接続に関連するデータ収集の問題
NET: ping 要求中に例外が発生しました。

コンピュータの名前を調べて、IP アドレスに解決できない状態にあるかどうかを確認します。

たとえば、コンピュータの電源がオフになっているか、ネットワークから切断されているか、または
使用停止されているかどうかを確認します。

NET: タイムアウト

受信ファイアウォールルール [File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)] (ファイルとプリ
ンターの共有 (Echo Request-ICMPv4-In))をオンにします。例:

* Inbound ICMPv4
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ネット: DestinationHostUnreachable

コンピュータの IP アドレスをチェックします。具体的には、DMS データコレクタを実行しているコ
ンピュータと同じサブネットにあるか、さらにアドレス解決プロトコル (ARP) 要求に応答するかを
チェックします。

コンピュータが別のサブネット上にある場合、ゲートウェイの IP アドレスをメディア アクセスコン
トロール (MAC) アドレスに対して解決できません。

また、コンピュータの電源が切れているか、ネットワークから切断されているか、または使用停止さ
れているかどうかをチェックします。

Windows 管理インストルメンテーションに関連するデータ収集
の問題
WMI: RPC サーバーは使用できません。(HRESULTからの例外:0x800706ba)

受信ファイアウォール ルール「Windows 管理インストルメンテーション (DCOM—In)」をオンにしま
す。例:

* Inbound TCP/IP at local port 135.

また、受信ファイアウォール ルール「Windows 管理インストルメンテーション (WMI-In)」をオンに
します。例:

Windows Server 2008 以降のバージョンについては* Inbound TCP/IP at local port 49152 
– 65535。

* Inbound TCP/IP at local port 1025 – 5000Windows Server 2003 以前のバージョンの。
WMI: アクセスが拒否されました。(HRESULTからの例外:0x80070005 (E_ACCESSDENED))

次の操作を試してください：
• DMS データコレクタユーザーを Windows グループ、分散 COM ユーザーまたは管理者に追加しま

す。
• Windows 管理インストルメンテーションサービスを開始し、スタートアップの種類を [自動] に設定

します。
• DMS\ データコレクタのユーザー名が次の形式であることを確認します。

WMI: アクセス拒否

ルート WMI 名前空間の DMS データコレクターユーザーに、リモート有効化権限を追加します。

詳細設定を使用し、権限が[This namespace and subnamespaces] (この名前空間とサブ名前空間) に適
用されていることを確認します。

WMI: コールはメッセージフィルタによってキャンセルされました。(HRESULTからの例外:0x80010002...)

Windows 管理インストルメンテーションサービスを再起動します。

Windows ウェブページコンポーザに関連するデータ収集の問題
WPC: ネットワークパスが見つかりませんでした

受信ファイアウォールルール「ファイルとプリンタの共有 (SMB—In)」をオンにします。例:

* Inbound TCP/IP at local port 445.
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また、リモート レジストリサービスを起動し、起動タイプを [自動] に設定します。
アクセスが拒否されました

DMS データコレクタユーザをパフォーマンスモニタユーザまたは管理者グループに追加します。
WPC: カテゴリが存在しません

loader /r を実行して、パフォーマンス カウンター キャッシュを再構築し、コンピュータを再起動
します。

Note

AWS Database Migration Service(AWS DMS) を使用してデータを移行する場合の問題のトラブル
シューティングについては、「トラブルシューティングと診断サポート」をご参照ください。

SSL に関連するデータ収集の問題
SSL エラー

データベースには安全な SSL 接続が必要で、接続の [CA の検証] と [SSL の使用] オプションがオンに
なっていません。これらのオプションを有効にして、データベースが使用する認証局がローカル OS 
にインストールされていることを確認します。詳細については、「SSL のセットアップ (p. 53)」
を参照してください。

AWS DMSインベントリをFleet Advisor での分析に
インベントリーを使用する

データベースの移行の可能性をチェックするために、検出されたデータベースとスキーマのインベントリ
を操作できます。これらのインベントリの情報を使用して、移行に適したデータベースとスキーマを把握
できます。

コンソールからデータベースおよびスキーマインベントリにアクセスできます。そのためには、コンソー
ルで [インベントリ] を選択します。

DMS Fleet Advisor はデータベーススキーマを分析して、さまざまなスキーマの類似性を判断します。この
分析では、オブジェクトの実際のコードは比較されません。DMS Fleet Advisor は、関数やプロシージャな
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どのスキーマオブジェクトの名前のみを比較して、さまざまなデータベーススキーマ内の類似オブジェク
トを特定します。

トピック
• 分析にデータベース インベントリを使用する (p. 67)
• 分析にスキーマインベントリを使用する (p. 67)

分析にデータベース インベントリを使用する
データの収集元であるネットワーク内で検出されたすべてのサーバー上のすべてのデータベースのリスト
を表示するには、次の手順に従います。

データが収集されたネットワークサーバー上のデータベースのリストを表示するには

1. コンソールで [インベントリ] を選択します。

[Inventory] (インベントリ) ページが開きます。
2. [Databases](データベース) タブ。

検出されたデータベースのリストが表示されます。

3. [インベントリの分析] を選択して、類似性や複雑さなどのスキーマのプロパティを判断します。処理
にかかる時間は分析するオブジェクトの数によって異なりますが、1 時間以上はかかりません。分析
の結果は、インベントリページの「スキーマ」タブに表示されます。

インベントリ全体をまとめて分析して、重複するスキーマを識別します。

分析にスキーマインベントリを使用する
データの収集元であるネットワーク内のサーバーで検出されたデータベーススキーマのリストを表示でき
ます。次の手順を実行します。

データが収集されたネットワークサーバー上のスキーマリストを表示するには

1. コンソールで [インベントリ] を選択します。[Inventory] (インベントリ) ページが開きます。
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2. [Schemas] (スキーマ) タブを選択します。スキーマのリストが表示されます。
3. リストからスキーマを選択して、サーバー、データベース、サイズ、複雑度などの情報を表示しま

す。

各スキーマについて、オブジェクトタイプ、オブジェクト数、オブジェクトサイズ、およびコード行
に関する情報を提供するオブジェクトサマリーを表示できます。

4. (オプション) [Analyze inventories] (インベントリの分析) を選択し、重複するスキーマを識別し
ます。DMS Fleet Advisor はデータベーススキーマを分析してオブジェクトの共通点を定義しま
す。DMS Fleet Advisor は、交差点が 50 パーセントを超えるスキーマを重複と見なします。詳細な分
析結果は、インベントリページの [スキーマ] タブの [類似性] 列と [元のスキーマ] 列に表示されます。

5. .csvインベントリ情報をファイルにエクスポートして、さらに確認することができます。

移行するスキーマを特定し、移行対象を決定するには、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用
できます。詳細については、の「新しいプロジェクトウィザードの使用」を参照してくださいAWS SCT。

移行するスキーマを特定したら、AWS SCTまたは DMS スキーマ変換を使用してスキーマを変換できま
す。DMS スキーマ変換の詳細については、を参照してくださいDMS スキーマ変換を使用したデータベー
ススキーマの変換 (p. 75)。
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ターゲットの推奨事項

AWS DMSフリートアドバイザーのターゲットレコ
メンデーション機能の使用

最適な移行ターゲットを検討して選択するには、DMS Fleet Advisor でソースオンプレミスデータベースの
ターゲット推奨を生成できます。推奨事項には、AWSソースのオンプレミスデータベースの移行用に選択
できるターゲットエンジンが 1 つ以上含まれています。DMS Fleet Advisor は、これらのターゲットエン
ジンの中から、適切なサイズの移行先として 1 つのターゲットエンジンを提案します。この適切な規模の
移行先を決定するために、DMS Fleet Advisor はデータコレクターが収集したインベントリメタデータとメ
トリックを使用します。

移行を開始する前に推奨事項を参考にして、移行オプションを見つけたり、コストを節約したり、リスク
を軽減したりできます。推奨事項をカンマ区切り値 (CSV) ファイルとしてエクスポートし、主要な利害関
係者と共有して意思決定を容易にすることができます。その後、を使用してメンテナンスコストをさらに
最適化できます。AWS Pricing Calculator詳細については、https://calculator.aws/#/ を参照してください。

DMS フリートアドバイザーではターゲットレコメンデーションを変更できません。そのため、DMS フ
リートアドバイザーを What-If 分析に使用することはできません。What-If 分析とは、ターゲットパラメー
タを変更して、その変更がレコメンデーションの見積もり価格にどのように影響するかを確認するプロセ
スです。AWS Pricing Calculatorで推奨されるターゲットパラメータを起点として、で what-if 分析を実行
できますAWS Pricing Calculator。詳細については、https://calculator.aws/#/ を参照してください。

DMS Fleet Advisor の推奨事項を移行計画の出発点と見なすことをお勧めします。次に、推奨されるインス
タンスパラメータを変更して、データベースワークロードのコストまたはパフォーマンスを最適化するこ
とを決定できます。

トピック
• 推奨ターゲットインスタンス (p. 69)
• DMS Fleet Advisor は推奨の対象となるインスタンスの仕様をどのように決定しますか? (p. 70)
• AWS DMSフリートアドバイザーによるターゲットレコメンデーションの生成 (p. 70)
• AWS DMSフリートアドバイザーによるターゲットの推奨事項の詳細の検討 (p. 71)
• AWS DMSフリートアドバイザーによるターゲットレコメンデーションのエクスポート (p. 72)
• ターゲットの推奨事項のトラブルシューティング (p. 73)
• DMS フリートアドバイザターゲット推奨の制限事項 (p. 74)

推奨ターゲットインスタンス
DMS Fleet Advisor では、ターゲットとなる推奨事項として、以下の汎用で、メモリが最適化され、バース
ト可能なパフォーマンスの Amazon RDS DB インスタンスを検討します。

• db.m5
• m6
• db.r5
• DB.R5. N ラージ
• db.r6i
• db.t3
• dbx1
• db.x1e
• db.z1d
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ようにして目標仕様を決定しますか?

Amazon RDS DB インスタンスクラスの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「DB インスタ
ンスクラス」を参照してください。

DMS Fleet Advisor は推奨の対象となるインスタンス
の仕様をどのように決定しますか?
DMS Fleet Advisor は、データベースの容量または使用率に基づいて推奨事項を生成できます。

• データベース容量に基づいて推奨事項を生成することを選択した場合、DMS Fleet Advisor は既存のデー
タベース容量を最も近いインスタンスクラスの仕様にマッピングします。

• リソース使用率に基づいて推奨事項を生成することを選択した場合、DMS Fleet Advisor は CPU、メモ
リ、IO スループット、IOPS などのメトリックの 95 パーセンタイル値を決定します。95 パーセンタイ
ルは、収集されたデータの 95% がこの値よりも低いことを意味します。次に、DMS Fleet Advisor はこ
れらの値を最も近いインスタンスクラスの仕様にマッピングします。

ターゲットデータベースのサイズを決定するために、DMS Fleet Advisor はソースデータベースのサイズに
関する情報を収集します。次に、DMS Fleet Advisor は、ターゲットストレージに同じサイズを使用するこ
とを推奨します。ソースデータベースストレージがオーバープロビジョニングされている場合、ターゲッ
トストレージの推奨サイズもオーバープロビジョニングされます。

を使用してデータを移行する場合はAWS DMS、ターゲット DB インスタンスの IOPS プロビジョニング
を増やす必要がある場合があります。DMS Fleet Advisor がターゲットレコメンデーションを生成すると
き、サービスはソースデータベースのメトリックのみを考慮します。DMS Fleet Advisor は、データ移行タ
スクを実行するために必要になる可能性のある追加の IOPS を考慮しません。詳細については、「移行タ
スクの実行が遅い (p. 715)」を参照してください。

IOPS コストを見積もるために、DMS フリートアドバイザーはソース IOPS one-to-one 使用量のマッピン
グをベースラインとして使用します。DMS Fleet Advisor は、ピーク負荷を IOPS 価格設定のベースライン
値であり、100% の使用率と見なします。

PostgreSQL と MySQL のソースデータベースの場合、DMS フリートアドバイザーは Aurora と Amazon 
RDS DB インスタンスをターゲットレコメンデーションに含めることができます。Aurora の設定がソース
要件に対応している場合、DMS Fleet Advisor はこのオプションを推奨としてマークします。

AWS DMSフリートアドバイザーによるターゲットレ
コメンデーションの生成
データベースと分析フリートのデータ収集とインベントリが完了したら、DMS Fleet Advisor でターゲッ
トレコメンデーションを生成できます。そのためには、ソースデータベースを選択し、DMS Fleet Advisor 
Target Recommendations 機能がターゲットインスタンスのサイズを決定するために使用する設定を設定
します。また、DMS Fleet Advisor のターゲット推奨機能では、ソースデータベースから収集されたキャパ
シティと使用率のメトリックを使用します。

ターゲットレコメンデーションを生成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

必ず、DMSAWS リージョン フリートアドバイザを使用する場所を選択してください。
2. ナビゲーションペインで、「アセスメント」の下の「レコメンデーション」を選択し、「レコメン

デーションを生成」を選択します。
3. 「ソースデータベースの選択」パネルで、移行先のデータベース名のチェックボックスを選択します

AWS クラウド。
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ソースデータベースを検索するには、データベースの名前を入力してインベントリをフィルタリング
します。

DMS フリートアドバイザーは、一度に最大 100 のデータベースに関するレコメンデーションを生成
できます。

4. 可用性と耐久性については、お好みの導入オプションを選択してください。

プロダクションデータベースの推奨ターゲットを計算するには、「プロダクション (マルチ AZ)」を選
択します。DMS Fleet Advisor は、ターゲットレコメンデーションに異なるアベイラビリティーゾーン
にある 2 つの DB インスタンスを含めます。このマルチ AZ 配置オプションは高可用性、データ冗長
性、フェイルオーバーサポートを提供します。

開発またはテストに使用するデータベースのターゲットレコメンデーションを計算するには、「開発/
テスト (Single-AZ)」を選択します。DMS フリートアドバイザーは、ターゲットレコメンデーション
に 1 つの DB インスタンスを含めます。この Single-AZ 配置オプションにより、メンテナンスコスト
が削減されます。

5. ターゲットインスタンスのサイズ設定では、DMS Fleet Advisor がターゲットの推奨を計算するために
使用する優先オプションを選択してください。

ソースデータベースまたは OS サーバーの構成に基づいてターゲットの推奨値を計算するには、
「合計容量」を選択します。DMS Fleet Advisor は、ソースデータベースまたは OS サーバの合計 
CPU、メモリ、ディスク容量などのメトリックを使用して、ターゲットの推奨事項を生成します。次
に、DMS フリートアドバイザーはデータベース容量メトリックスを最も近い Amazon RDS DB イン
スタンスクラスの仕様にマッピングします。

ソースデータベースまたは OS サーバーの実際の使用率に基づいてターゲットの推奨値を計算するに
は、[リソース使用率] を選択します。DMS Fleet Advisor は、ソースデータベースまたは OS サーバの 
CPU、メモリ、およびディスク容量の使用率メトリックを使用して、ターゲットの推奨事項を生成し
ます。DMS Fleet Advisor は、95 パーセンタイルを95 パーセンタイルを計算します。95 パーセンタ
イルは、95 パーセントのデータがこの値を下回っていることを意味します。次に、DMS フリートア
ドバイザーは、これらの値を最も近い Amazon RDS DB インスタンスクラスにマッピングします。

レコメンデーションの精度を高めるには、リソース使用率オプションの使用を推奨します。そのため
には、キャパシティとリソース使用率のメトリクスの合計を収集するようにしてください。

6. [Generate] (生成) を選択します。

DMS フリートアドバイザーは、選択したデータベースのターゲットレコメンデーションを生成します。推
奨情報が正常に生成された場合、DMS フリートアドバイザーはステータスを計算済みに設定します。ま
た、DMS Fleet AdvisorAWS Pricing Calculator はを使用して、推奨ターゲット DB インスタンスの推定月
額費用を決定します。これで、生成されたレコメンデーションを詳細に調べることができます。詳細につ
いては、「レコメンデーションの詳細 (p. 71)」を参照してください。

データインベントリの月額総費用を見積もるには、クラウドに移行する予定のデータベースのチェック
ボックスを選択します。DMS Fleet Advisor には、毎月の推定総費用とターゲットデータベースの概要が
に表示されますAWS クラウド。DMS Fleet Advisor はAWS の料金表、料金詳細を参考としてのみ提供し
ます。実際の料金は、実際の使用量を含むさまざまな要因によって異なりますAWS のサービス。AWS の
サービス料金の詳細については、「Cloud サービスの料金」を参照してください。

AWS DMSフリートアドバイザーによるターゲットの
推奨事項の詳細の検討
DMS Fleet Advisor がターゲットの推奨事項を生成したら、推奨される移行ターゲットの主要なパラメータ
を推奨事項表に表示できます。これらの主要なパラメータには、ターゲットエンジン、インスタンスクラ
ス、仮想 CPU の数、メモリ、ストレージ、およびストレージタイプが含まれます。DMS Fleet Advisor に
は、これらのパラメータに加えて、この推奨移行ターゲットの推定月額費用が表示されます。
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各レコメンデーションには、1AWS つ以上のターゲットエンジンが含まれる場合があります。レコメン
デーションに複数のターゲットエンジンが含まれている場合は、そのうちの 1AWS DMS つを推奨として
マークします。また、この推奨オプションのパラメーターと推定月額費用が「推奨事項」AWS DMS テー
ブルに表示されます。

ターゲットの推奨事項をソースデータベースの使用率と容量と比較するには、推奨事項を詳細に調べてく
ださい。また、選択したレコメンデーションの移行制限を表示できます。これらの制限には、サポートさ
れていないデータベース機能、アクションアイテム、およびその他の移行上の考慮事項が含まれます。

推奨事項を詳しく調べるには

1. DMS フリートアドバイザーでターゲットレコメンデーションを生成します。詳細については、「ター
ゲットの推奨事項の生成 (p. 70)」を参照してください。

2. レコメンデーションテーブルからレコメンデーション名を選択します。レコメンデーションページが
開きます。

3. レコメンデーションに複数のターゲットオプションが含まれている場合は、ターゲットレコメンデー
ションでターゲットオプションを選択します。

4. 「ソース使用率と容量」セクションを拡張してください。DMS フリートアドバイザーには、次のメト
リックのリソース使用率グラフが表示されます。

• CPU の数
• メモリ
• I/O スループット
• 1 秒あたりの入出力オペレーション数 (IOPS)
• ストレージ

これらのグラフを使用して、DMS データコレクターからのソースデータベースメトリックを、選択し
たターゲットエンジンのメトリックと比較します。

[ソース使用率と容量] セクションを展開してもグラフが表示されない場合は、IAM ユーザーに 
Amazon CloudWatch ダッシュボードを表示する権限を付与していることを確認してください。詳細
については、Amazon  CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用」
を参照してください。

5. 選択したターゲットエンジンの名前のリンクを選択します。ターゲットの詳細ページが開きます。
6. Configuration セクションで、ソースデータベースパラメーターの値をターゲットエンジンのパラメー

ターと比較します。ターゲットエンジンの場合、DMS Fleet Advisor はクラウドリソースの推定月額コ
ストを表示します。DMS Fleet Advisor はAWS の料金表、料金詳細を参考としてのみ提供します。実
際の料金は、実際の使用量を含むさまざまな要因によって異なりますAWS のサービス。AWS のサー
ビス料金の詳細については、「http://aws.amazon.com/pricing/Cloud サービスの料金」を参照してく
ださい。

7. 「移行の制限」セクションで、移行の制限を確認してください。ソースデータベースをに移行する際
には、これらの制限を考慮することをお勧めしますAWS クラウド。

AWS DMSフリートアドバイザーによるターゲットレ
コメンデーションのエクスポート
ターゲットのレコメンデーションの生成、レコメンデーションのリストのコピーをカンマ区切り値 (CSV) 
ファイルとして保存できます。

ターゲットレコメンデーションを生成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。
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必ず、DMSAWS リージョン フリートアドバイザを使用する場所を選択してください。
2. ナビゲーションペインで、「アセスメント」の下の「レコメンデーション」を選択し、CSV ファイル

に含めるレコメンデーションを選択します。
3. [CSV にエクスポート] を選択し、ファイル名を入力して、このファイルを保存する PC 上のフォル

ダーを選択します。
4. CSV ファイルを開きます。

推奨事項を含む CSV ファイルには、次の情報が含まれています。

• CreatedDate— DMS フリートアドバイザーがターゲットエンジンの推奨を作成した日付。
• DatabaseId— DMS Fleet Advisor がこの推奨事項を作成したソースデータベースの識別子。
• DeploymentOption— 推奨される Amazon RDS DB インスタンスのデプロイオプション。
• EngineEdition— 推奨対象の Amazon RDS エンジンエディション。
• EngineName— ターゲットエンジンの名前。
• InstanceMemory— 推奨される Amazon RDS DB インスタンスのメモリ量。
• InstanceSizingType— ターゲットインスタンスのサイズ。
• InstanceType— 推奨ターゲット Amazon RDS インスタンスタイプ。
• InstanceVcpu— 推奨される Amazon RDS DB インスタンス上の仮想 CPU の数。
• Preferred — このターゲットオプションが推奨されることを示すブールフラグ。
• ステータス — ターゲットエンジンの推奨ステータス。
• StorageIops— 推奨 Amazon RDS DB インスタンスでの I/O オペレーションの数 (IOPS)。
• StorageSize— 推奨される Amazon RDS DB インスタンスのストレージサイズ。
• StorageType— 推奨される Amazon RDS DB インスタンスのストレージタイプ。
• WorkloadType— マルチ AZ やシングル AZ 配置など、ターゲットエンジンのデプロイオプション。

ターゲットの推奨事項のトラブルシューティング
次のリストでは、DMS Fleet Advisor のターゲットレコメンデーション機能で問題が発生したときに実行す
るアクションが見つかります。

トピック
• ターゲットのレコメンデーションの見つからない (p. 73)
• リソース使用率のグラフが見つからない (p. 73)
• メトリクスの収集ステータスが見つからない (p. 74)

ターゲットのレコメンデーションの見つからない
ステータスが「成功」のレコメンデーションの推定月額費用に「データなし」と表示される場合
は、IAMAWS の料金表 ユーザーにサービス API へのアクセス権限を付与していることを確認してくださ
い。そのためには、で説明されているように、pricing:GetProducts権限を含むポリシーを作成し、そ
れを IAM ユーザーに追加する必要がありますIAM リソースの作成 (p. 36)。

DMS Fleet Advisor は、ステータスが「失敗」のレコメンデーションの推定月額費用を計算しません。

リソース使用率のグラフが見つからない
[ソースの使用状況と容量] セクションを展開した後に [メトリックスを読み込めませんでした] というメッ
セージが表示される場合は、IAM ユーザーに Amazon CloudWatch ダッシュボードを表示する権限を付与
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していることを確認してください。そのためには、の説明に従って、必要なポリシーをIAMユーザーに追
加しますIAM リソースの作成 (p. 36)。

また
は、cloudwatch:GetDashboardcloudwatch:ListDashboardscloudwatch:PutDashboard、cloudwatch:DeleteDashboardsお
よび権限を含むカスタムポリシーを作成することもできます。詳細については、Amazon  CloudWatch 
ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用」を参照してください。

メトリクスの収集ステータスが見つからない
[レコメンデーションを生成] を選択したときに [指標の収集に利用できるデータはありません] と表示さ
れる場合は、必ずデータを収集してください。詳細については、「AWS DMSFleet Advisor 用データの収
集 (p. 54)」を参照してください。

データを収集した後にこの問題が発生した場合は、IAM ユーザーに Amazoncloudwatch:Get* へのア
クセス許可を与えていることを確認してください CloudWatch。詳細については、「IAM リソースの作
成 (p. 36)」を参照してください。

DMS フリートアドバイザターゲット推奨の制限事項
DMS フリートアドバイザーのターゲット推奨機能を使用する場合の制限には、次のものがあります。

• DMS one-to-one フリートアドバイザーが推奨事項を生成します。DMS Fleet Advisor は、ソースデータ
ベースごとに 1 つのターゲットエンジンを決定します。DMS Fleet Advisor はマルチテナントサーバー
を処理せず、1 つのターゲット DB インスタンスで複数のデータベースを実行するための推奨事項も提
供しません。

• DMS Fleet Advisor では、利用可能なデータベースバージョンのアップグレードに関する推奨事項は提供
していません。

• DMS フリートアドバイザーは、一度に最大 100 のデータベースに関する推奨事項を生成します。
• データコレクターは Windows にのみインストールできます。.NET Framework 4.8 と PowerShell 6.0 以

降も必ずインストールしてください。ハードウェア要件については、を参照してくださいデータコレク
ターのインストール (p. 47)。

• DMS データコレクターには、ドメインサーバーで LDAP プロトコルを使用してリクエストを実行する
権限が必要です。

• DMS データコレクタには Linux で実行されている sudo SSH スクリプトが必要です。
• DMS データコレクターには、Windows でリモート PowerShell、Windows 管理インストルメンテーショ

ン (WMI)、WMI クエリ言語 (WQL)、およびレジストリスクリプトを実行する権限が必要です。
• MySQL と PostgreSQL の場合、DMS フリートアドバイザーはデータベースからパフォーマンスメト

リックを収集できません。代わりに、DMS フリートアドバイザーが OS サーバのメトリックを収集しま
す。そのため、Amazon RDS と Aurora で動作する MySQL データベースと PostgreSQL データベース
の使用率メトリクスに基づいてレコメンデーションを生成することはできません。
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DMS スキーマ変換を使用したデータ
ベーススキーマの変換

AWS Database Migration Service(AWS DMS) 内の DMS スキーマ変換により、異なるタイプのデータベー
ス間でのデータベース移行がより予測しやすくなります。DMS Schema Conversion を使用して、ソース
データプロバイダーの移行の複雑さを評価し、データベーススキーマとコードオブジェクトを変換しま
す。その後、変換されたコードをターゲットのデータベースに適用できます。

DMS Schema Conversion は、ソースデータベーススキーマとほとんどのデータベースをターゲットデー
タベースと互換性のある形式に自動的に変換します。この変換には、テーブル、ビュー、ストアドプロ
シージャ、ストアドプロシージャ、ストアドプロシージャ、ストアドプロシージャ、関数、データ型、シ
ノニムなど DMS スキーマ変換で自動的に変換できないオブジェクトには、わかりやすいマークが付けら
れます。移行を完了するには、これらのオブジェクトを手動で変換できます。

DMS Schema Conversion は、大まかに言うと、インスタンスプロファイル、データプロバイダー、移行
プロジェクトの 3 つのコンポーネントで動作します。インスタンスプロファイルは、ネットワークとセ
キュリティの設定を指定します。データプロバイダーはデータベース接続認証情報を保存します。移行プ
ロジェクトには、データプロバイダー、インスタンスプロファイル、および移行ルールが含まれます。 
AWS DMSデータプロバイダーとインスタンスプロファイルを使用して、データベーススキーマとコード
オブジェクトを変換するプロセスを設計します。

以下の図は、DMS スキーマ変換プロセスを示したものです。
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サポートされている AWS リージョン
DMS スキーマ変換移行プロジェクトは以下で作成できますAWS リージョン。他の地域では、を使用でき
ますAWS Schema Conversion Tool。詳細についてはAWS SCT、AWSSchema Conversion Tool ユーザー
ガイド

リージョン名 リージョン

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

アジアパシフィック (シンガ
ポール)

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シド
ニー)

ap-southeast-2

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

欧州 (アイルランド) eu-west-1

サポートされているソースおよびターゲットデータ
プロバイダー

DMS スキーマ変換では、ソースデータベースとターゲットデータベースを記述するデータプロバイダーを
作成します。各データプロバイダーは、データストアの種類とデータベースの場所に関する情報を保存し
ます。

ソースデータプロバイダーは、オンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス
タンスで実行されているセルフマネージドエンジンが可能です。

DMS Schema Conversion は、移行プロジェクトのソースとして以下のデータプロバイダーをサポートし
ます。

• Microsoft SQL Server バージョンバージョン 2008 R2 以降
• オラクル・バージョン 10.2 以降。11c から 12.2 以降

DMS スキーマ変換を使用して、ソースデータプロバイダーのスキーマをターゲットエンジンに変換できま
す。このエンジンは、Amazon EC2 インスタンス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 
DB インスタンス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンスまたは Amazon 
Aurora DB インスタンスで実行できます。

DMS Schema Conversion は、移行プロジェクトのターゲットとして以下のデータプロバイダーをサポー
トします。

• MySQL バージョン 8.x
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• PostgreSQL バージョン 14.x

スキーマ変換機能
DMS の変換には次の機能があります。

• DMS スキーマ変換は、AWS クラウドデータベース移行プロジェクトに必要なリソースを自動的
に管理します。これらのリソースには、インスタンスプロファイル、データプロバイダー、AWS 
Secrets Managerシークレットが含まれます。また、AWS Identity and Access Management (IAM) ロー
ル、Amazon S3 バケット、移行プロジェクトも含まれます。

• DMS Schema Conversion を使用して、ソースデータベースに接続し、メタデータを読み取り、データ
ベース移行評価レポートを作成できます。その後、Amazon S3 バケットにレポートを保存できます。
これらのレポートでは、スキーマ変換タスクの概要と、DMS Schema Conversion がターゲットデータ
ベースに自動的に変換できない項目の詳細が表示されます。データベース移行評価レポートは、移行
プロジェクトの DMS スキーマ変換がどの程度自動化できるかを評価するのに役立ちます。また、これ
らのレポートは、変換を完了するために必要な手作業の見積もりにも役立ちます。詳細については、
「DMS スキーマ変換評価レポートの作成 (p. 97)」を参照してください。

• ソースとターゲットのデータプロバイダに接続すると、DMS Schema Conversion は既存のソースデー
タベーススキーマをターゲットデータベースエンジンに変換できます。ソースデータベースから任意
のスキーマ項目を選択して変換できます。DMS Schema Conversion でデータベースコードを変換した
ら、ソースコードと変換されたコードを確認できます。また、変換された SQL コードを、Amazon S3 
バケットに保存することもできます。

• ソースデータベーススキーマを変換する前に、変換ルールを設定できます。変換ルールを使用して、列
のデータ型の変更、あるスキーマから別のスキーマへのオブジェクトの移動、オブジェクトの名前の
変更ができます。変換ルールをデータベース、スキーマ、テーブル、列に適用できます。詳細について
は、「 変換ルールの設定 (p. 100)」を参照してください。

• 変換設定を変更して、変換されたコードのパフォーマンスを向上させることができます。これらの設定
は各変換ペアに固有で、コードで使用するソースデータベースの機能によって異なります。詳細につい
ては、「スキーマ変換設定の指定 (p. 103)」を参照してください。

• 場合によっては、DMS Schema Conversion では、ソースデータベースの機能を同等の Amazon RDS 
機能に変換できないことがあります。このような場合、DMS Schema Conversion はターゲットデータ
ベースに拡張パックを作成し、変換されなかった機能をエミュレートします。詳細については、「拡張
機能の使用 (p. 108)」を参照してください。

• 変換されたサンプルと拡張パックスキーマをターゲットデータベースに適用できます。詳細について
は、「変換されたコードの適用 (p. 108)」を参照してください。

スキーマ変換の制限
DMS スキーマ変換はAWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) の Web バージョンです。DMS Schema 
Conversion は、AWS SCTデスクトップアプリケーションと比較して、サポートするデータベースプラッ
トフォームが少なく、提供される機能も限られています。データウェアハウススキーマ、ビッグデータフ
レームワーク、アプリケーション SQL コード、ETL プロセスを変換するには、を使用しますAWS SCT。
詳細についてはAWS SCT、AWSSchema Conversion Tool ユーザーガイド

DMS スキーマ変換をデータベーススキーマの変換に使用する場合、次の制限が適用されます。

• 移行プロジェクトを保存してオフラインモードで使用することはできません。
• DMS スキーマ変換の移行プロジェクトでは、ソースデータベースとターゲットデータベースの SQL 

コードを編集することはできません。ソースデータベースの SQL コードを編集するには、通常の SQL 
エディターを使用します。[データベースから更新] を選択して、更新したコードを移行プロジェクトに
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追加します。変換されたコードを編集するには、SQL スクリプトとして保存します。次に、コードエ
ディターで編集し、更新されたコードを手動でデータベースに適用します。

• DMS スキーマ変換の移行ルールは、列の照合順序の変更をサポートしていません。また、移行ルールを
使用してオブジェクトを新しいスキーマに移動することはできません。

• ソースとターゲットのデータベースツリーにフィルターを適用して、フィルター句を満たすデータベー
スオブジェクトだけを表示することはできません。

• DMS Schema Conversion 拡張パックには、変換されたコードの E メール送信、ジョブスケジューリン
グ、AWS Lambdaその他の機能をエミュレートする関数は含まれていません。

• DMS の変換は、コマンドラインインターフェイス (CLI) に対応していません。

DMS スキーマ変換の開始方法
DMS スキーマ変換を開始するには、次のチュートリアルを使用してください。ここでは、DMS スキーマ
変換の設定、移行プロジェクトの作成、データプロバイダーへの接続方法を学ぶことができます。次に、
移行の複雑さを評価し、ソースデータベースをターゲットデータベースと互換性のある形式に変換する方
法を学ぶことができます。さらに、変換されたコードをターゲットデータベースに適用する方法を学ぶこ
とができます。

次のチュートリアルでは、前提条件となるタスクについて説明し、SQL Server データベース用 Amazon 
RDS を MySQL 用 Amazon RDS に変換する方法を示しています。サポートされているソースデータプロ
バイダーとターゲットデータプロバイダーのいずれかを使用できます。詳細については、「マイグレー
ションソースとターゲット (p. 76)」を参照してください。

DMS スキーマ変換の詳細については、Oracle から PostgreSQL step-by-step への移行と SQL Server から
MySQL への移行に関するチュートリアルをご覧ください。

このビデオでは、DMS Schema Conversion のユーザーインターフェイスを紹介し、このサービスのコア
コンポーネントに慣れるのに役立ちます。

トピック
• DMS スキーマ変換を使用するための前提条件 (p. 78)
• ステップ 1: インスタンスプロファイルを作成する (p. 81)
• ステップ 2: データプロバイダーを設定する (p. 82)
• ステップ 3: 移行プロジェクトを作成する (p. 83)
• ステップ 4: 評価レポートを作成する (p. 83)
• ステップ 5: ソースコードを変換する (p. 84)
• ステップ 6: 変換されたコードを適用する (p. 84)
• ステップ 7: クリーンアップとトラブルシューティング (p. 85)

DMS スキーマ変換を使用するための前提条件
DMS スキーマ変換をセットアップするには、以下のタスクを実行します。次に、インスタンスプロファイ
ルを設定し、データプロバイダーを追加し、移行プロジェクトを作成できます。

トピック
• Amazon VPC に基づき VPC を作成する (p. 79)
• Amazon S3 バケットを作成する (p. 79)
• へのデータベース認証情報の保存AWS Secrets Manager (p. 80)
• IAM ロールの作成 (p. 80)
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Amazon VPC に基づき VPC を作成する
このステップでは、Virtual Private Cloud (VPC) を作成しますAWS アカウント。この VPC は Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) サービスに基づく Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) サー
ビスに基づく、AWSお客様のリソース

DMS スキーマ変換用の VPC を作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2. [VPC の作成] を選択します。
3. [VPC の作成] ページで、次の設定を入力します。

• 作成するリソース — VPC など
• ネームタグ自動生成 —「自動生成」を選択し、グローバルに固有の名前を入力します。たとえ

ば、sc-vpcと入力します。
• [IPv4 CIDR block] (IPv4 CIDR ブロック) – 10.0.1.0/24
• NAT ゲートウェイ — 1 アリゾナ州内
• [VPC endpoints] (VPC エンドポイント) – なし

4. 残りの設定はそのままにして、[Create VPC] を選択します。
5. [サブネット] を選択し、パブリックサブネット ID とプライベートサブネット ID をメモします。

Amazon RDS データベースに接続するには、パブリックサブネットを含むサブネットグループを作成
します。

オンプレミスのデータベースに接続するには、プライベートサブネットを含むサブネットグループを
作成します。詳細については、「ステップ 1: インスタンスプロファイルを作成する (p. 81)」を参
照してください。

6. NAT ゲートウェイを選択します。NAT ゲートウェイを選択し、Elastic IP アドレスを書き留めておき
ます。

この NAT ゲートウェイのパブリック IPAWS DMS アドレスからソースオンプレミスデータベースに
アクセスできるようにネットワークを設定します。詳細については、「VPC へのインターネット接続
を使用する (p. 88)」を参照してください。

この VPC は、Amazon RDS でインスタンスプロファイルとターゲットデータベースを作成するときに使
用します。

Amazon S3 バケットを作成する
移行プロジェクトの情報を保存するには、Amazon S3 バケットを作成します。DMS Schema Conversion 
は、この Amazon S3 バケットを使用して、評価レポート、変換された SQL コード、データベーススキー
マオブジェクトに関する情報などの項目を保存します。

DMS スキーマ変換用の Amazon S3 バケットを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/s3/ を開きます。

2. バケットの作成 を選択します。
3. [バケットの作成] ページで、S3 バケットのグローバルに一意の名前を選択します。たとえば、sc-

s3-bucketと入力します。
4. でAWS リージョン、お住まいの地域を選択してください。
5. バケットバージョニングでは、「有効化」を選択します。
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6. 残りの設定はそのままにして、[Create bucket] を選択します。

へのデータベース認証情報の保存AWS Secrets Manager
AWS Secrets Managerソースとターゲットのデータベース認証情報をに保存します。これらの秘密を必ず
あなたに複製してくださいAWS リージョン. DMS スキーマ変換では、これらのシークレットを使用して移
行プロジェクトのデータベースに接続します。

データベースの認証情報を保存するにはAWS Secrets Manager

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Secrets Manager コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します。
3. 「シークレットタイプの選択」ページが開きます。シークレットタイプで、保存するデータベース認

証情報のタイプを選択します。

• Amazon RDS データベースの認証情報 — Amazon RDS データベースの認証情報を保存するに
は、このオプションを選択します。認証を使用する場合、、、データベースの認証情報を入力しま
す。[Database] (データベース) で、データベースを選択します。

• 他のデータベースの認証情報 — このオプションを選択して、ソース Oracle または SQL Server 
データベースの認証情報を保存します。認証を使用する場合、、、データベースの認証情報を入力
します。

• その他の種類のシークレット — データベースに接続するためのユーザー名とパスワードのみを保存
するには、このオプションを選択します。[行を追加] を選択して 2 つのキーと値のペアを追加しま
す。usernamepasswordキー名には必ずとを使用してください。これらのキーに関連する値につい
ては、データベースの認証情報を入力できます。

4. [暗号化キー] で、Secrets ManagerAWS KMS がシークレット値を暗号化するために使用するキーを選
択します。[Next] (次へ) を選択します。

5. 「シークレットの設定」ページで、わかりやすいシークレット名を入力します。たとえば、sc-
source-secret ないし sc-target-secret を入力します。

6. [シークレットを複製] を選択し、次に [リージョン AWS リージョン] を選択します。[Next] (次へ) を選
択します。

7. 「ローテーションの設定」ページで、「次へ」を選択します。
8. [Review] (レビュー) ページで、シークレットの詳細を確認し、[Store] (保存) を選択します。

ソースデータベースとターゲットデータベースの認証情報を保存するには、これらの手順を繰り返しま
す。

IAM ロールの作成
移行プロジェクトで使用するAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。DMS ス
キーマ変換は、これらの IAM ロールを使用して、保存されている Amazon S3AWS Secrets Manager バ
ケットとデータベース認証情報にアクセスします。

Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する IAM ロールを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. [ロールの作成] を選択します。
4. 「信頼できるエンティティの選択」 ページで、「AWSサービス」を選択します。DMS を選択しま

す。
5. [Next] (次へ) を選択します。[権限の追加] ページが開きます。
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6. [Filter policies] (ポリシーのフィルタリング) を使用する場合、S3 と入力します。Amazon S3 を選択し
てくださいFullAccess。

7. [Next] (次へ) を選択します。「名前、確認、作成」ページが開きます。
8. [ロール名] に分かりやすい名前を入力します。たとえば、sc-s3-roleと入力します。[ロールの作成]

を選択します。

へのアクセスを提供する IAM ロールを作成するにはAWS Secrets Manager

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. [ロールの作成] を選択します。
4. 「信頼できるエンティティの選択」 ページで、「AWSサービス」を選択します。DMS を選択しま

す。
5. [Next] (次へ) を選択します。[権限の追加] ページが開きます。
6. [Filter policies] (ポリシーのフィルタリング) を使用する場合、Secret と入力します。選

択SecretsManagerReadWrite。
7. [Next] (次へ) を選択します。「名前、確認、作成」ページが開きます。
8. [ロール名] に分かりやすい名前を入力します。たとえば、sc-secrets-manager-roleと入力しま

す。[ロールの作成] を選択します。
9. 「ロール」ページで、「ロール名」と入力しますsc-secrets-manager-role。選択sc-secrets-

manager-role。
10. sc-secrets-manager-roleページで、「信頼関係」タブを選択します。[Edit trust policy] (信頼ポリシー

を編集) を選択します。
11. 信頼ポリシーの編集ページで、信頼されたエンティティとしてAWS DMS地域のサービスプリンシパ

ルを使用するロールの信頼関係を編集します。このプリンシパルの形式は以下のとおりです。

dms.region-name.amazonaws.com

region-name はリージョンの名前 (など) に置き換えてくださいus-east-1。

次のサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプ
ルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプ
ルus-east-1

dms.us-east-1.amazonaws.com

12. [Update trust policy] (信頼ポリシーの更新) を選択します。

ステップ 1: インスタンスプロファイルを作成する
インスタンスプロファイルを作成する前に、インスタンスプロファイルのサブネットグループを設定しま
す。サブネットは、VPC の IP アドレスの範囲です。サブネットグループには、インスタンスプロファイ
ルで使用できるさまざまなアベイラビリティーゾーンのサブネットが含まれます。

サブネットグループを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [サブネットグループ] を選択し、[サブネットグループ] を選択し、[サブネッ
トグループを作成] を選択します。
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3. [名前] に、サブネットグループの一意の名前を入力します。
4. [説明] に、サブネットグループの短い説明を入力します。
5. [VPC] で、少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンに少なくとも 1 つのサブネットがある VPC 

を選択します。
6. [サブネットの追加] で、サブネットグループに含めるサブネットを選択します。少なくとも 2 つのア

ベイラビリティーゾーンにあるサブネットを選択する必要があります。

Amazon RDS データベースに接続するには、サブネットグループにパブリックサブネットを追加しま
す。オンプレミスのデータベースに接続するには、サブネットグループにプライベートサブネットを
使用します。

7. [サブネットグループの作成] を選択します。

以下の手順で説明しているようにインスタンスプロファイルを作成できます。このインスタンスプロファ
イルでは、DMS スキーマ変換プロジェクトのネットワークとセキュリティの設定を指定します。

インスタンスプロファイルを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[インスタンスプロファイル] を選択し、[インスタンスプロファイルの作成] 
を選択します。

3. [名前] に、インスタンスプロファイルの一意の名前を入力します。たとえば、sc-instanceと入力し
ます。

4. [ネットワークタイプ] で [IPv4] を選択し、IPv4 アドレッシングのみをサポートするインスタンスプロ
ファイルを作成します。IPv4 と IPv6 のアドレッシングをサポートするインスタンスプロファイルを
作成するには、デュアルスタックモードを選択します。

5. Virtual Private Cloud (VPC) で、前提条件ステップで作成した VPC を選択します。
6. [サブネットグループ] では、インスタンスプロファイルのサブネットグループを選択します。Amazon 

RDS データベースに接続するには、パブリックサブネットを含むサブネットグループを使用します。
オンプレミスのデータベースに接続するには、プライベートサブネットを含むサブネットグループを
使用します。

7. [スキーマ変換設定-オプション] の S3 バケットについては、前提条件のステップで作成した Amazon 
S3 バケットを選択します。

8. IAM ロールには、Amazon S3 へのアクセスを許可するAWS Identity and Access Management (IAM) 
ロールを選択します。このロールは前提条件のステップで作成しました。

9. [インスタンスプロファイルの作成] を選択します。

移行プロジェクトを作成するには、このインスタンスプロファイルを使用します。

ステップ 2: データプロバイダーを設定する
次に、ソースデータベースとターゲットデータベースを記述するデータプロバイダーを作成します。デー
タプロバイダーごとに、データストアのタイプと場所情報を指定します。データベースの認証情報はデー
タプロバイダーに保存しません。

ソースオンプレミスデータベースのデータプロバイダーを作成するには

1. にサインインしAWS Management Console、、、、、、、、AWS DMS、、
2. ナビゲーションペインで、[データプロバイダー] を選択し、[データプロバイダーの作成] を選択しま

す。
3. [設定] で、[Enter] を手動で選択します。
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4. [名前] に、ソースデータプロバイダーの一意の名前を入力します。たとえば、sc-sourceと入力しま
す。

5. [エンジンタイプ] で、データプロバイダーのデータベースエンジンのタイプを選択します。
6. ソースデータベースの接続情報を入力します。接続パラメータは、ソースデータベースエンジンに

よって異なります。詳細については、「データプロバイダー (p. 88)」を参照してください。
7. Secure Sockets Layer (SSL) モードで SSL (SSL) モードで、SSL 強制のタイプを選択します。
8. [データプロバイダーの作成] を選択します。

ターゲット Amazon RDS データベースのデータプロバイダーを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[データプロバイダー] を選択し、[データプロバイダーの作成] を選択しま

す。
3. [構成] で、[RDS データベースインスタンス] を選択します。
4. [RDS のデータベース] で、[Browse] を選択し、データベースを選択します。DMS スキーマ変換は、

エンジンタイプ、サーバー名、およびポートに関する情報を自動的に取得します。
5. [名前] に、ターゲットデータプロバイダーの一意の名前を入力します。たとえば、sc-targetと入力

します。
6. [Database name (データベース名)] には、データベースの名前を入力します。
7. Secure Sockets Layer (SSL) モードで SSL (SSL) モードで、SSL 強制のタイプを選択します。
8. [データプロバイダーの作成] を選択します。

ステップ 3: 移行プロジェクトを作成する
これで、移行プロジェクトを作成できるようになりました。移行プロジェクトでは、ソースとターゲット
のデータプロバイダー、およびインスタンスプロファイルを指定します。

移行プロジェクトを作成するには

1. [移行プロジェクト] を選択し、[移行プロジェクトの作成] を選択します。
2. [名前] に、移行プロジェクトの一意の名前を入力します。たとえば、sc-projectと入力します。
3. [インスタンスプロファイル] で、を選択しますsc-instance。
4. [ソース] で、[ブラウズ] を選択し、を選択しますsc-source。
5. 「シークレット ID」で、を選択しますsc-source-secret。
6. [IAM ロール] に sc-secrets-manager-role を選択します。
7. [ターゲット] で、[ブラウズ] を選択し、を選択しますsc-target。
8. 「シークレット ID」で、を選択しますsc-target-secret。
9. [IAM ロール] に sc-secrets-manager-role を選択します。
10. [移行プロジェクトを作成] を選択します。

ステップ 4: 評価レポートを作成する
移行の複雑さを評価するには、データベース移行評価レポートを作成します。このレポートには、DMS 
Schema Conversion が自動的に変換できないすべてのデータベースオブジェクトのリストが含まれます。

評価レポートを作成するには

1. [マイグレーションプロジェクト] を選択し、を選択しますsc-project。
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2. [スキーマ変換] を選択し、[スキーマ変換を開始] を選択します。
3. ソースデータベースペインで、評価するデータベーススキーマを選択します。また、このスキーマの

名前のチェックボックスをオンにします。
4. ソースデータベースペインで、「アクション」メニューの「評価」を選択します。[As] ダイアログ

ボックスが表示されます。
5. ダイアログボックスで「Assess」を選択して選択を確定します。

「概要」タブには、DMS Schema Conversion がデータベースストレージオブジェクトとデータベー
スコードオブジェクト用に自動的に変換できる項目の数が表示されます。

6. アクションアイテムを選択すると、DMS スキーマ変換で自動的に変換できないすべてのデータベース
オブジェクトのリストが表示されます。各項目の推奨アクションを確認してください。

7. 評価レポートのコピーを保存するには、[結果をエクスポート] を選択します。次に、CSV または PDF
のいずれかの形式を選択します。[Export] ダイアログボックスが表示されます。

8. [Ex] を選択して、選択を確定します。
9. S3 バケットを選択します。Amazon S3 コンソールが開きます。
10. [ダウンロード] を選択して評価レポートを保存します。

ステップ 5: ソースコードを変換する
次の手順手順を使用して、ソースデータベーススキーマを変換できます。次に、変換したコードを SQL ス
クリプトとしてテキストファイルに保存できます。

データベーススキーマを変換するには

1. ソースデータベースペインで、変換するデータベーススキーマを選択します。また、このスキーマの
名前のチェックボックスをオンにします。

2. ソースデータベースペインで、「アクション」メニューの「変換」を選択します。[変換] ダイアログ
ボックスが表示されます。

3. ダイアログボックスで「変換」を選択して選択を確定します。
4. ソースデータベースペインでデータベースオブジェクトを選択します。DMS スキーマ変換には、この

オブジェクトのソースコードと変換されたコードが表示されます。
5. ターゲットデータベースペインで、変換されたデータベーススキーマを選択します。また、このス

キーマの名前のチェックボックスをオンにします。
6. [アクション] で [SQL として保存] を選択します。[保存] ダイアログボックスが表示されます。
7. [SQL] を選択して、選択を確定します。
8. S3 バケットを選択します。Amazon S3 コンソールが開きます。
9. [ダウンロード] を選択して SQL スクリプトを保存します。

ステップ 6: 変換されたコードを適用する
DMS スキーマ変換では、変換されたコードがターゲットデータベースにすぐには適用されません。ター
ゲットデータベースを更新するには、前のステップで作成した SQL スクリプトを使用できます。または、
次の手順を使用して DMS スキーマ変換から変換されたコードを適用します。

変換されたコードを適用するには

1. ターゲットデータベースペインで、変換されたデータベーススキーマを選択します。また、このス
キーマの名前のチェックボックスをオンにします。

2. [アクション] で [変更を適用] を選択します。[変更の適用] ダイアログボックスが表示されます。
3. [Ap] を選択して、選択を確定します。
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ステップ 7: クリーンアップとトラブルシューティン
グ
Amazon CloudWatch を使用して DMS スキーマ変換ログを確認または共有できます。

DMS スキーマ変換ログを確認するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch 
でコンソールを開きます。

2. [Logs] (ログ)、[Log groups] (ロググループ) を選択します。

DMS スキーマ変換ロググループの名前はで始まりますdms-tasks-sct。ロググループを作成時刻で
ソートすると、DMS スキーマ変換ロググループを見つけることができます。

また、ロググループの名前には、移行プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。
プロジェクトの ARN は、DMS スキーマ変換の移行プロジェクトページで確認できます。必ず [設定] 
で ARN を選択してください。

3. ロググループの名前を選択し、ログストリームの名前を選択します。
4. [アクション] で、[結果をエクスポート] を選択して DMS スキーマ変換ログを保存します。

DMS スキーマ変換でスキーマ変換を完了したら、リソースをクリーンアップします。

DMS スキーマ変換リソースをクリーンアップするには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[マイグレーションプロジェクト] を選択します。

a. sc-project を選択します。
b. [スキーマ変換] を選択し、[スキーマ変換を閉じる] を選択します。
c. [削除] を選択し、選択を確定します。

3. ナビゲーションペインで、[インスタンスプロファイル] を選択します。

a. sc-instance を選択します。
b. [削除] を選択し、選択を確定します。

4. ナビゲーションペインで、[データプロバイダー] を選択します。

a. [sc-source] と [sc-target] を選択します。
b. [削除] を選択し、選択を確定します。

また、Amazon S3 バケット、データベースシークレット、IAM ロール、仮想プライベートクラウド (VPC) 
など、AWS作成した他のリソースも必ずクリーンアップしてください。AWS Secrets Manager

DMS スキーマ変換用のインスタンスプロファイル
の作成

DMS Schema Conversion で移行プロジェクトを作成する前に、インスタンスプロファイルを設定しま
す。インスタンスプロファイルは、データベーススキーマの変換に使用する DMS Schema Conversion イ
ンスタンスのネットワークとセキュリティの設定を指定します。
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複数のインスタンスプロファイルを作成できます。DMS スキーマ変換用に作成する各移行プロジェクトに
使用するインスタンスプロファイルを選択します。

AWS DMSAWS アカウントで作成できるインスタンスプロファイルは最大数です。AWS DMSサービス
クォータについては、次のセクションを参照してくださいAWS Database Migration Service のクォー
タ (p. 712)。

インスタンスプロファイルを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[インスタンスプロファイル] を選択します。
3. [インスタンスプロファイルの作成] を選択します。
4. [インスタンスプロファイルの作成] ページで、インスタンスプロファイルの [名前] にわかりやすい値

を入力します。
5. ネットワークタイプでは、デュアルスタックモードを選択し、IPv4 と IPv6 のアドレッシングをサ

ポートするインスタンスプロファイルを作成します。デフォルトのオプションをそのまま使用し
て、IPv4 アドレッシングのみをサポートするインスタンスプロファイルを作成します。

6. 次に、仮想プライベートクラウド (VPC) を選択して、選択したネットワークタイプのインスタンスを
実行します。次に、インスタンスプロファイルのサブネットグループと VPC セキュリティグループを
選択します。

Amazon RDS データベースに接続するには、パブリックサブネットを含むサブネットグループを使用
します。オンプレミスのデータベースに接続するには、プライベートサブネットを含むサブネットグ
ループを使用します。必ず、NAT ゲートウェイのパブリック IPAWS DMS アドレスを使用してソース
オンプレミスデータベースにアクセスできるようにネットワークを設定してください。詳細について
は、「Amazon VPC に基づき VPC を作成する (p. 79)」を参照してください。

7. [スキーマ変換設定 (オプション)] で、移行プロジェクトの情報を保存する Amazon S3 バケットを
選択します。次に、この Amazon S3 バケットへのアクセスを提供するAWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールを選択します。詳細については、「Amazon S3 バケットを作成す
る (p. 79)」を参照してください。

8. [インスタンスプロファイルの作成] を選択します。

インスタンスプロファイルを作成したら、変更または削除できます。

インスタンスプロファイルを変更するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. [Instance profiles] (インスタンスプロファイル) を選択します。[インスタンスプロファイル] ページが
開きます。

3. インスタンスプロファイルを選択し、[Modify] を選択します。
4. インスタンスプロファイルの名前を更新し、VPC または Amazon S3 バケット設定を編集します。
5. [変更の保存] を選択します。

インスタンスプロファイルを削除するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. [Instance profiles] (インスタンスプロファイル) を選択します。[インスタンスプロファイル] ページが
開きます。

3. インスタンスプロファイルを選択し、[Delete] を選択します。
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4. [削除] を選択し、選択を確定します。

DMS スキーマ変換用のネットワークのセットアップ
DMS Schema Conversion は、Amazon VPC サービスに基づいて Virtual Private Cloud (VPC) にスキーマ
変換インスタンスを作成します。インスタンスプロファイルを作成するときは、使用する VPC を指定しま
す。アカウントにデフォルトの VPC を使用するかAWS リージョン、新しい VPC を作成することができ
ます。

DMS Schema Conversion では、さまざまなネットワーク構成を使用して、ソースデータベースとター
ゲットデータベースの相互作用を設定できます。これらの構成は、ソースデータプロバイダーの場所と
ネットワーク設定によって異なります。次のトピックでは、一般的なネットワーク構成について説明しま
す。

ソースとターゲットのデータプロバイダーに単一の VPC を使用
する
DMS スキーマ変換の最も簡単なネットワーク設定は、単一の VPC 設定です。ここでは、ソースデータプ
ロバイダー、インスタンスプロファイル、ターゲットデータプロバイダーはすべて同じ VPC にあります。
この設定を使用して、Amazon EC2 インスタンス上のソースデータベースを変換できます。

この設定を使用するには、インスタンスプロファイルで使用される VPC セキュリティグループがデータ
プロバイダーにアクセスできることを確認してください。たとえば、ネットワークアドレス変換（NAT）
ゲートウェイに VPC クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）範囲または Elastic IP アドレスのいず
れかを許可できます。

ソースとターゲットのデータプロバイダーに複数の VPC を使用
する
ソースとターゲットのデータプロバイダーが別の VPC にある場合、いずれかの VPC でインスタンスプロ
ファイルを作成できます。これで、VPC ピアリングを使用して 2 つの VPC をリンクできます。この設定
を使用して、Amazon EC2 インスタンス上のソースデータベースを変換できます。

VPC ピア接続は、2 つの VPC のプライベート IP アドレスを使用してルーティングできるネットワーク
接続で、同じネットワーク内に存在しているかのようにできます。VPC ピアリング接続は、自分の VPC 
間、別の AWS アカウントの VPC との間、または別の AWS リージョン の VPC との間に作成できま
す。VPC ピアリングの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「VPC ピアリング」をご参照く
ださい。

VPC ピアリングを実装するには、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC ピアリング接続の使用」の指
示に従ってください。一方の VPC のルートテーブルに、もう一方の VPC の CIDR ブロックが含まれて
いることを確認してください。たとえば、VPC A がデスティネーション 10.0.0.0/16 を使用し、VPC B 
がデスティネーション 172.31.0.0 を使用しているとします。この場合、VPC A のルートテーブルには 
172.31.0.0 が含まれ、VPC B のルートテーブルには 10.0.0.0/16 が含まれている必要があります。詳細に
ついては、Amazon VPC ピアリングガイドの「VPC ピアリング接続のルートテーブルの更新」を参照して
ください。

AWS Direct Connectまたは VPN を使用して VPC にネットワー
クを設定する
リモートネットワークは、AWS Direct Connectソフトウェアまたはハードウェア VPN 接続などのいくつ
かのオプションを使用して VPC と接続できます。これらのオプションを使用して、内部ネットワークをに
拡張することで、既存のオンサイトサービスを統合できますAWS クラウド。モニタリング、認証、セキュ
リティ、データ、他のシステムなどのオンサイトサービスを統合できます。このタイプのネットワーク拡
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張を使用することで、オンサイトサービスを VPC などのにホストされたリソースにシームレスに接続でき
ます。AWSこの構成を使用して、ソースのオンプレミスデータベースを変換できます。

この設定では、VPC セキュリティグループに VPC CIDR 範囲または特定の IP アドレスを宛先とするトラ
フィックをホストに送信するルーティングルールを含める必要があります。このホストは、VPC からのト
ラフィックをオンプレミスの VPN にブリッジできる必要があります。この場合、NAT ホストは独自のセ
キュリティグループ設定を含みます。これらの設定で、VPC CIDR 範囲またはセキュリティグループから 
NAT インスタンスへのトラフィックを許可することが必須です。詳細については、AWS Site-to-Site VPN
ユーザーガイドの Site-to-Site VPN 接続の作成を参照してください。

VPC へのインターネット接続を使用する
VPN またはを使用してAWS Direct ConnectAWSリソースに接続しない場合は、インターネット接続を使
用できます。この設定には、インターネットゲートウェイを持つ VPC 内のプライベートサブネットが含ま
れます。ゲートウェイには、ターゲットデータプロバイダーとインスタンスプロファイルが含まれていま
す。この構成を使用して、ソースのオンプレミスデータベースを変換できます。

インターネットゲートウェイを VPC に追加するには、Amazon VPC User Guide の「インターネットゲー
トウェイのアタッチ」をご参照ください。

VPC ルートテーブルには、デフォルトで VPC に向かわないトラフィックをインターネットゲートウェイ
に送信するルーティングルールが含まれている必要があります。この設定では、データプロバイダーへ
の接続が NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスから行われているように見えます。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイド の「VPCルートテーブル」をご参照ください。

DMS スキーマ変換用のデータプロバイダーの追加
DMS Schema Conversion で移行プロジェクトを作成する前に、まずデータプロバイダーを追加しま
す。データプロバイダーは、データストアタイプとデータベースに関する位置情報を保存します。

データプロバイダーを移行プロジェクトに追加したら、からのデータベース認証情報を入力しますAWS 
Secrets Manager。DMS スキーマ変換は、この情報を使用してデータベースに接続します。次に、DMS 
Schema Conversion は、ソースデータプロバイダーのスキーマをターゲットデータプロバイダーと互換性
のある形式に変換します。変換されたコードを新しいターゲットデータベースに適用したら、を使用して
データを移行できますAWS DMS。

AWS DMSには、作成できるデータプロバイダーの数が最大数ありますAWS アカウント。AWS DMSサー
ビスクォータについては、次のセクションを参照してくださいAWS Database Migration Service のクォー
タ (p. 712)。

トピック
• DMS スキーマ変換でのデータプロバイダーの作成 (p. 88)
• DMS スキーマ変換でのソースデータプロバイダーの作成 (p. 89)
• DMS スキーマ変換でのターゲットデータプロバイダーの作成 (p. 92)

DMS スキーマ変換でのデータプロバイダーの作成
データプロバイダーを作成して、DMS スキーマ変換の移行プロジェクトで使用できます。データプロバ
イダーには、オンプレミスで実行されているセルフマネージドエンジンまたは Amazon EC2 インスタン
スで実行されているセルフマネージドエンジンを使用できます。また、データプロバイダーを Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora などのフルマネージドエンジンとして
使用できます。

データベースごとに、データプロバイダーを 1 つ作成できます。単一のデータプロバイダーを複数の移行
プロジェクトで使用できます。
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移行プロジェクトを作成する前に、2 つ以上のデータプロバイダーを作成済みであることを確認します。
データプロバイダーのいずれかがオンになっている必要がありますAWS のサービス. DMS スキーマ変換を
使用してデータベースをオンプレミスデータベースに移行することはできません。

次の手順は、AWS DMSコンソールウィザードでデータプロバイダーを作成する方法を示しています。

データプロバイダーを作成するには

1. にログインしAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. データプロバイダーを選択します。[データプロバイダー] ページが開きます。
3. [データプロバイダーの作成] を選択します。次の表で設定について説明します。

オプション アクション

設定 データプロバイダーに関する情報を手動で入力するか、Amazon 
RDS DB インスタンスを使用するかを選択します。

名前 データプロバイダーの名前を入力します。データプロバイダーに
は、簡単に識別できるように、必ず一意の名前を使用してくださ
い。

エンジンのタイプ データプロバイダーのデータベースエンジンの種類を選択しま
す。

[Server name] (サーバー名) データベースサーバーのドメインネームサービス (DNS) 名または 
IP アドレスを入力します。

ポート データベースサーバーに接続するとき使用するポートを入力しま
す。

サービス ID (SID) またはサービ
ス名

Oracle システム ID (SID) を入力します。Oracle SID を見つける
には、Oracle データベースに対して以下のクエリを発行します。

SELECT sys_context('userenv','instance_name') AS SID 
 FROM dual;

[Database name] (データベース
名)

このデータプロバイダーのデータベースの名前を入力します。

[Secure Socket Layer (SSL) 
mode] (Secure Socket Layer 
(SSL) モード)

このデータプロバイダーの接続暗号化を有効にする場合は、SSL 
モードを選択してください。選択したモードによっては、証明書
とサーバー証明書情報を入力する必要がある場合があります。詳
細については、「で SSL を使用する」を参照してくださいAWS 
Database Migration Service。

4. [データプロバイダーの作成] を選択します。

データプロバイダーを作成したら、必ずデータベース接続認証情報をに追加してくださいAWS Secrets 
Manager。

DMS スキーマ変換でのソースデータプロバイダーの
作成
Microsoft SQL Server または Oracle データベースを DMS スキーマ変換の移行プロジェクトのソースデー
タプロバイダーとして使用できます。ソースデータプロバイダーには、オンプレミスで実行されているセ
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ルフマネージドエンジンまたは Amazon EC2 インスタンスで実行されているセルフマネージドエンジンを
使用できます。

ソースデータプロバイダーと DMS Schema Conversion 間の通信を許可するようにネットワークを設定し
てください。詳細については、「DMS スキーマ変換用のネットワークのセットアップ (p. 87)」を参照
してください。

トピック
• DMS スキーマ変換のソースとして Microsoft SQL Server データベースを使用する (p. 90)
• DMS スキーマ変換のソースとして Oracle データベースを使用する (p. 91)

DMS スキーマ変換のソースとして Microsoft SQL Server データ
ベースを使用する
DMS スキーマ変換は、2008R2、2012、2014、2016、2017、2019 をターゲットとしてサポートしま
す。SQL Server の RDS for SQL Server バージョン 2012、2014、2016、2017、2019 にも接続できま
す。

DMS スキーマ変換を使用して、SQL Server からのデータベースコードオブジェクトを次のターゲットに
変換できます。

• Aurora MySQL
• Aurora PostgreSQL
• RDS for MySQL
• RDS for PostgreSQL

ソース SQL Server データベースで DMS スキーマ変換を使用する方法の詳細については、「SQL Server 
から MySQL step-by-step への移行チュートリアル」を参照してください。

Microsoft SQL Server のソースとしての権限

Microsoft SQL Server に必要な権限の次のリストをソースとして表示します。

• VIEW DEFINITION
• VIEW DATABASE STATE

VIEW DEFINITIONこの権限により、パブリックアクセス権を持つユーザーはオブジェクト定義を見るこ
とができます。DMS スキーマ変換では、VIEW DATABASE STATE権限を使用して SQL Server エンター
プライズエディションの機能をチェックします。

スキーマを変換する、各データベースの付与を繰り返します。

さらに、masterデータベースに対して次の権限を付与します。

• VIEW SERVER STATE
• 任意の定義を表示

DMS スキーマ変換では、VIEW SERVER STATE権限を使用してサーバーの設定と構成を収集しま
す。VIEW ANY DEFINITIONデータプロバイダーを表示する権限を必ず付与してください。

Microsoft Analysis Services に関する情報を読むには、masterデータベースで次のコマンドを実行しま
す。
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EXEC master..sp_addsrvrolemember @loginame = N'<user_name>', @rolename = N'sysadmin'

前の例では、<user_name>プレースホルダーを、必要な権限を以前に付与したユーザーの名前に置き換え
ます。

SQL Server エージェントに関する情報を読むには、ユーザーを SQLAgentUser ロールに追加しま
す。msdbデータベースで次のコマンドを実行します。

EXEC sp_addrolemember <SQLAgentRole>, <user_name>;

前述の例では、<SQLAgentRole>プレースホルダーを SQL Server エージェントロールの名前に置き換え
ます。次に、<user_name>プレースホルダーを、必要な権限を以前に付与したユーザーの名前に置き換え
ます。詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「SQLAgentUser ロールへのユーザーの追加」を
参照してください。

ログシッピングを検出するには、SELECT on dbo.log_shipping_primary_databasesmsdbデータ
ベースに権限を付与します。

データ定義言語 (DDL) レプリケーションの通知方法を使用するには、RECEIVE ON
<schema_name>.<queue_name>ソースデータベースに権限を付与します。この例で
は、<schema_name>プレースホルダーをデータベースのスキーマ名に置き換えます。次
に、<queue_name>プレースホルダーをキューテーブルの名前に置き換えます。

DMS スキーマ変換のソースとして Oracle データベースを使用す
る
DMS スキーマ変換は、10.2 以降 (バージョン 10.x)、11g、12.2、18c、19c。また、Oracle Database の 
Amazon RDS for Oracle Database に接続できます。

Oracle データベースに接続するには、Oracle システム ID (SID) を使用します。Oracle SID を見つけるに
は、Oracle データベースに対して以下のクエリを発行します。

SELECT sys_context('userenv','instance_name') AS SID FROM dual;

DMS スキーマ変換を使用して、Oracle Database からのデータベースコードオブジェクトを次のターゲッ
トに変換できます。

• Aurora MySQL
• Aurora PostgreSQL
• RDS for MySQL
• RDS for PostgreSQL

ソース Oracle データベースで DMS スキーマ変換を使用する方法の詳細については、『Oracle から
PostgreSQL step-by-step への移行チュートリアル』を参照してください。

ソースとしての Oracle の権限

Oracle をソースとして使用するには、次の権限が必要です。

• CONNECT
• SELECT_CATALOG_ROLE
• SELECT ANY DICTIONARY
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• システム引数$で選択

DMS スキーマ変換でのターゲットデータプロバイ
ダーの作成
DMS スキーマ変換の移行プロジェクトでは、MySQL データベースと PostgreSQL データベースを
ターゲットデータプロバイダーとして使用できます。ターゲットデータプロバイダーは、Amazon 
EC2、Amazon RDS、または Amazon Aurora インスタンスにすることができます。

トピック
• DMS スキーマ変換のターゲットとして MySQL データベースを使用する (p. 92)
• DMS スキーマ変換のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する (p. 93)

DMS スキーマ変換のターゲットとして MySQL データベースを
使用する
MySQL データベースバージョン 8.x を DMS スキーマ変換のターゲットデータベースとして使用できま
す。

ターゲットとしての MySQL の権限

MySQL をターゲットとして使用するには、次の権限が必要です。

• CREATE ON *.*
• ALTER ON *.*
• DROP ON *.*
• INDEX ON *.*
• REFERENCES ON *.*
• SELECT ON *.*
• CREATE VIEW ON *.*
• SHOW VIEW ON *.*
• TRIGGER ON *.*
• CREATE ROUTINE ON *.*
• ALTER ROUTINE ON *.*
• EXECUTE ON *.*
• CREATE TEMPORARY TABLES ON *.*
• AWS_LAMBDA_ACCESS
• INSERT, UPDATE ON AWS_ORACLE_EXT.*
• INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_ORACLE_EXT_DATA.*
• INSERT, UPDATE ON AWS_SQLSERVER_EXT.*
• INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.*
• CREATE TEMPORARY TABLES ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.*

次のコード例を使用して、データベースユーザーを作成し、権限を付与できます。

CREATE USER 'user_name' IDENTIFIED BY 'your_password';
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GRANT CREATE ON *.* TO 'user_name';
GRANT ALTER ON *.* TO 'user_name';
GRANT DROP ON *.* TO 'user_name';
GRANT INDEX ON *.* TO 'user_name';
GRANT REFERENCES ON *.* TO 'user_name';
GRANT SELECT ON *.* TO 'user_name';
GRANT CREATE VIEW ON *.* TO 'user_name';
GRANT SHOW VIEW ON *.* TO 'user_name';
GRANT TRIGGER ON *.* TO 'user_name';
GRANT CREATE ROUTINE ON *.* TO 'user_name';
GRANT ALTER ROUTINE ON *.* TO 'user_name';
GRANT EXECUTE ON *.* TO 'user_name';
GRANT CREATE TEMPORARY TABLES ON *.* TO 'user_name';
GRANT AWS_LAMBDA_ACCESS TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE ON AWS_ORACLE_EXT.* TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_ORACLE_EXT_DATA.* TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE ON AWS_SQLSERVER_EXT.* TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.* TO 'user_name';
GRANT CREATE TEMPORARY TABLES ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.* TO 'user_name';

前述の例では、user_name をユーザーの名前に置き換えます。次に、your_#####を安全なパスワード
に置き換えます。

Amazon RDS for MySQL または Aurora MySQL をターゲットとして使用するに
は、lower_case_table_namesパラメータをに設定します1。この値は、MySQL サーバーがテー
ブル、インデックス、トリガー、データベースなどのオブジェクト名の識別子を大文字と小文字
を区別しないで処理することを意味します。ターゲットインスタンスでバイナリロギングを有効に
している場合は、log_bin_trust_function_creatorsパラメータをに設定します1。この場
合、DETERMINISTIC、READS SQL DATANO SQLまたは特性を使用してストアド関数を作成する必要は
ありません。これらのパラメータを設定するには、新しい DB パラメータグループを作成するか、既存の 
DB パラメータグループを変更します。

DMS スキーマ変換のターゲットとして PostgreSQL データベー
スを使用する
DMS スキーマ変換では、PostgreSQL データベースバージョン 14.x をターゲットデータベースとして使
用できます。

ターゲットとしての PostgreSQL のアクセス許可

PostgreSQL をターゲットとして使用するには、DMSCREATE ON DATABASE スキーマ変換に権限が必要
です。ユーザーを作成し、DMS スキーマ変換の移行プロジェクトで使用するデータベースごとにこの権限
をこのユーザーに付与します。

Amazon RDS for PostgreSQL をターゲットとして使用するには、DMSrds_superuser スキーマ変換に
ロールが必要です。

変換した公開シノニムを使用するには、次のコマンドを使用してデータベースのデフォルト検索パスを変
更します。

ALTER DATABASE <db_name> SET SEARCH_PATH = "$user", public_synonyms, public;

この例では、<db_name>プレースホルダーをデータベースの名前に置き換えます。

PostgreSQL では、スキーマの所有者または asuperuser のみがスキーマを削除できます。所有者は、ス
キーマの所有者がそのオブジェクトの一部を所有していなくても、スキーマとこのスキーマに含まれるす
べてのオブジェクトを削除できます。
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さまざまなユーザーを使用してさまざまなスキーマを変換してターゲットデータベースに適用する
と、DMS Schema Conversion がスキーマを削除できないときにエラーメッセージが表示されることがあ
ります。このエラーメッセージが表示されないようにするには、superuserロールを使用してください。

DMS スキーマ変換における移行プロジェクトの処
理

データプロバイダー、インスタンスプロファイル、AWSおよびその他のリソースを作成したら、DMS 
Schema Conversion の移行プロジェクトを作成できます。移行プロジェクトには、ソースとターゲットの
データプロバイダー、インスタンスプロファイル、および移行ルールが記述されます。ソースとターゲッ
トのデータプロバイダーごとに複数の移行プロジェクトを作成できます。

移行プロジェクトは、DMS スキーマ変換の作業の基礎となります。ここでは、ソースデータプロバイダー
のオブジェクトを評価し、それらをターゲットデータベースと互換性のある形式に変換します。次に、変
換されたコードをターゲットのデータプロバイダーに適用するか、SQL スクリプトとして保存できます。

DMS スキーマ変換の移行プロジェクトはサーバーレスのみです。 AWS DMS移行プロジェクト用のクラウ
ドリソースを自動的にプロビジョニングします。

AWS DMSには、AWS アカウント作成できる移行プロジェクトの数が最大です。AWS DMSサービス
クォータについては、次のセクションを参照してくださいAWS Database Migration Service のクォー
タ (p. 712)。

トピック
• DMS スキーマ変換での移行プロジェクトの作成 (p. 94)
• DMS スキーマ変換における移行プロジェクトの管理 (p. 95)
• DMS スキーマ変換でのマイグレーションプロジェクト設定の指定 (p. 96)

DMS スキーマ変換での移行プロジェクトの作成
DMS スキーマ変換用の移行プロジェクトを作成する前に、必ず次のリソースを作成してください。

• ソースデータベースとターゲットデータベースを記述するデータプロバイダー
• データベース認証情報が保存されているシークレットAWS Secrets Manager
• Secrets Manager へのアクセスを提供するAWS Identity and Access Management (IAM) ロール
• ネットワークとセキュリティの設定を含むインスタンスプロファイル

移行プロジェクトを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. 「マイグレーションプロジェクト」を選択します。「マイグレーションプロジェクト」ページが開き
ます。

3. [移行プロジェクトを作成] を選択します。次の表で設定について説明します。

オプション アクション

名前 移行プロジェクトの名前を入力します。移行プロジェクトには、
簡単に識別できるように、必ず一意の名前を使用してください。
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オプション アクション

インスタンスプロファイル 移行プロジェクトに使用するインスタンスプロファイルを選択し
ます。

ソース [Browse] を選択し、ソースデータプロバイダーを選択します。

Secret ID (シークレット ID) ソースデータベースの認証情報が保存されているSecrets 
Manager で、シークレットの Amazon リソースネーム (ARN) を
選択します。

[IAM role] (IAM ロール) Secrets Manager でソースデータベースの認証情報へのアクセス
を提供する IAM ロールを選択してください。

[Target] (ターゲット) [Browse] を選択し、ソースデータプロバイダーを選択します。

Secret ID (シークレット ID) ターゲットデータベースの認証情報を保存するSecreSecrets 
Manager でシークレットのARNを選択します。

[IAM role] (IAM ロール) Secrets Manager でターゲットデータベースの認証情報へのアク
セスを提供する IAM ロールを選択してください。

変換ルール [変換ルールを追加] を選択して変換ルールを設定します。変
換ルールを使用すると、指定したルールに従ってオブジェク
ト名を変更できます。詳細については、「 変換ルールの設
定 (p. 100)」を参照してください。

4. [移行プロジェクトを作成] を選択します。

移行プロジェクトを作成したらAWS DMS、そのプロジェクトを使用して評価レポートを作成し、データ
ベースオブジェクトを変換できます。移行プロジェクトに取り掛かるには、移行プロジェクトページの
リストからプロジェクトを選択します。「スキーマ変換」を選択し、「スキーマ変換を開始」を選択しま
す。

DMS スキーマ変換を初めて起動するには、いくつかの設定が必要です。 AWS Database Migration 
Service(AWS DMS) は、スキーマ変換インスタンスを起動します。この処理には 10 ～ 15 分かかる場合が
あります。このプロセスでは、ソースデータベースとターゲットデータベースからメタデータも読み取ら
れます。初回起動が成功すると、DMS スキーマ変換にすばやくアクセスできます。

移行プロジェクトが使用するスキーマ変換インスタンスは、プロジェクトが完了してから 3 日後に 
Amazon によって終了される場合があります。変換されたスキーマと評価レポートは、DMS スキーマ変換
に使用する Amazon S3 バケットから取得できます。

DMS スキーマ変換における移行プロジェクトの管理
移行プロジェクトを作成したら、変更または削除できます。たとえば、ソースまたはターゲットのデータ
プロバイダーを変更するには、移行プロジェクトを変更します。

移行プロジェクトを変更または削除できるのは、スキーマ変換操作を閉じた後だけです。そのためには、
一覧から移行プロジェクトを選択し、[スキーマ変換] を選択します。次に、[スキーマ変換を閉じる] を選
択し、選択を確定します。移行プロジェクトを編集したら、[スキーマ変換を開始] を選択します。 AWS 
DMSスキーマ変換インスタンスを再起動します。この操作には 10 〜 15 分かかります。

マイグレーションプロジェクトを変更するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. 「マイグレーションプロジェクト」を選択します。「マイグレーションプロジェクト」ページが開き
ます。
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3. 移行プロジェクトを選択し、[変更] を選択します。
4. プロジェクトの名前を更新したり、インスタンスプロファイルを編集したり、ソースとターゲットの

データプロバイダーを変更したりします。オプションで、変換中にオブジェクト名を変更する移行
ルールを追加または編集します。

5. [変更の保存] を選択します。

移行プロジェクトを削除するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. 「マイグレーションプロジェクト」を選択します。「マイグレーションプロジェクト」ページが開き
ます。

3. 移行プロジェクトを選択し、[削除] を選択します。
4. [削除] を選択して選択を確定します。

DMS スキーマ変換でのマイグレーションプロジェク
ト設定の指定
移行プロジェクトを作成してスキーマ変換を開始したら、移行プロジェクトの設定を指定できます。変換
設定を変更して、変換されたコードのパフォーマンスを向上させることができます。また、スキーマ変換
ビューをカスタマイズできます。

変換設定は、ソースとターゲットのデータベースプラットフォームによって異なります。詳細について
は、「データプロバイダー (p. 88)」を参照してください。

ソースとターゲットのデータベースペインに表示するスキーマとデータベースを指定するには、ツリー
ビュー設定を使用します。空のスキーマ、空のデータベース、システムデータベース、およびユーザー定
義のデータベースまたはスキーマを非表示にできます。

ツリービューのデータベースやスキーマを非表示にするには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. 「マイグレーションプロジェクト」を選択します。「マイグレーションプロジェクト」ページが開き
ます。

3. 移行プロジェクトを選択し、[スキーマ変換] を選択し、[スキーマ変換を開始] を選択します。
4. [Settings] (設定) を選択します。[設定] ページが開きます。
5. ツリービューセクションで、次の操作を行います。

• 空のスキーマを非表示にするには、「空のスキーマを非表示」を選択します。
• 空のデータベースを非表示にするには、[空のデータベースを非表示] を選択します。
• システムデータベースまたはスキーマでは、システムデータベースとスキーマを名前で選択して非

表示にします。
• ユーザー定義のデータベースまたはスキーマの場合は、非表示にするユーザー定義データベースと

スキーマの名前を入力します。[Add] (追加) を選択します。名前では大文字と小文字は区別されませ
ん。

複数のデータベースまたはスキーマを追加するには、名前をカンマで区切ります。似た名前のオブ
ジェクトを複数追加するには、パーセント (%) をワイルドカードとして使用します。このワイルド
カードは、データベース名またはスキーマ名の任意の数の記号を置き換えます。

「ソース」セクションと「ターゲット」セクションで同じ手順を繰り返します。
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6. [適用] を選択し、[スキーマ変換] を選択します。

DMS スキーマ変換評価レポートの作成
DMS スキーマ変換の重要な点は、スキーマの変換に役立つレポートが生成されることです。このデータ
ベース移行評価レポートには、すべてのスキーマ変換タスクがまとめられています。ターゲット DB イン
スタンスの DB エンジンに変換できないスキーマに関する、スキーマのアクション項目の詳細をまとめた
ものです。AWS DMSコンソールでレポートは PDF ファイルまたはカンマ区切り値 (CSV) のどちらかとし
て保存できます。

移行評価レポートには、次のものが含まれます。

• エグゼクティブサマリー
• 推奨事項。サーバーオブジェクトの変換、バックアップの提案、リンクされたサーバーの変更などで

す。

DMS Schema Conversion で自動的に変換できない項目がある場合、レポートには、ターゲット DB イン
スタンスに同等のコードを書くのに必要な推定労力が表示されます。

トピック
• データベース移行評価レポートの作成 (p. 97)
• データベース移行評価レポートの表示 (p. 97)
• データベース移行評価レポートの保存 (p. 98)

データベース移行評価レポートの作成
移行評価レポートの作成後、以下の手順でデータベース移行評価レポートの作成

データベース移行評価レポートを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. 「マイグレーションプロジェクト」を選択します。「マイグレーションプロジェクト」ページが開き
ます。

3. 移行プロジェクトを選択し、[スキーマ変換] を選択します。
4. [スキーマ変換を開始] を選択します。[スキーマの変換] ページが開きます。
5. ソースデータベースペインで、評価するデータベーススキーマまたはスキーマ項目を選択します。レ

ポートに複数のオブジェクトを含めるには、必ずすべての項目を選択してください。
6. 評価するすべてのスキーマオブジェクトのチェックボックスを選択したら、選択したオブジェクトの

親ノードを選択する必要があります。ソースデータベースペインの [アクション] メニューが使用でき
るようになりました。

7. 「アクション」メニューで「評価」を選択します。確認のダイアログボックスが表示されます。
8. ダイアログボックスで「Assess」を選択して選択を確定します。

データベース移行評価レポートの表示
評価レポートを作成すると、DMS スキーマ変換によって次のタブに情報が追加されます。

• 概要
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• アクションアイテム

「概要」タブには、DMS スキーマ変換で自動的に変換できる項目の数が表示されます。

アクションアイテムタブには、DMS スキーマ変換では自動的に変換できないアイテムが表示され、これら
のアイテムの管理方法に関する推奨事項が表示されます。

評価レポートの概要
[Summary] (概要) タブには、データベース移行評価レポートの要約が表示されます。DMS Schema 
Conversion がデータベースストレージオブジェクトとデータベースコードオブジェクト用に自動的に変換
できる項目の数が表示されます。

ほとんどの場合、DMS Schema Conversion では、すべてのスキーマ項目をターゲットデータベースエン
ジンに自動的に変換することはできません。[サマリー] タブには、ターゲット DB インスタンスでソース
と同等のスキーマ項目を作成するために必要な推定労力が表示されます。

テーブル、シーケンス、制約、データ型などのデータベースストレージオブジェクトの変換概要を表示す
るには、[データベースストレージオブジェクト] を選択します。

プロシージャ、関数、ビュー、トリガーなどのデータベースコードオブジェクトの変換概要を表示するに
は、[データベースコードオブジェクト] を選択します。

評価レポートの範囲を変更するには、ソースデータベースツリーで必要なノードを選択します。DMS ス
キーマ変換は、選択した範囲に一致するように評価レポートの概要を更新します。

評価レポートアクション項目
アクションアイテムタブには、DMS Schema Conversion がターゲットデータベースエンジンと互換性の
ある形式に自動的に変換できないアイテムのリストが含まれています。アクションアイテムごとに、DMS 
Schema Conversion が問題の説明と推奨アクションを提供します。DMS スキーマ変換では、類似のアク
ションアイテムがグループ化され、発生回数が表示されます。

関連するデータベースオブジェクトのコードを表示するには、リスト内のアクション項目を選択します。

データベース移行評価レポートの保存
データベース移行評価レポートの作成後、このレポートのコピーを PDF ファイルまたはカンマ区切り値 
(CSV) のどちらかとして保存できます。

データベース移行評価レポートを PDF ファイルとして保存する

1. 「エクスポート」を選択し、「PDF」を選択します。ダイアログボックスを確認し、「PDF にエクス
ポート」を選択します。

2. DMS スキーマ変換は、PDF ファイルを使用してアーカイブを作成し、このアーカイブを Amazon S3 
バケットに保存します。Amazon S3 バケットを変更するには、インスタンスプロファイルのスキーマ
変換設定を編集します。

3. Amazon S3 バケットにある評価レポートファイルを開きます。

データベース移行評価レポートを CSV ファイルとして保存する

1. [エクスポート] を選択し、[CSV] を選択します。ダイアログボックスを確認し、[CSV にエクスポート] 
を選択します。

2. DMS スキーマ変換は、CSV ファイルを使用してアーカイブを作成し、このアーカイブを Amazon S3 
バケットに保存します。Amazon S3 バケットを変更するには、インスタンスプロファイルのスキーマ
変換設定を編集します。
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3. Amazon S3 バケットにある評価レポートファイルを開きます。

PDF ファイルには、要約とアクション項目の情報の両方が含まれます。

評価レポートを CSV にエクスポートすると、DMS スキーマ変換によって 3 つの CSV ファイルが作成さ
れます。

最初の CSV ファイルには、アクション項目に関する次の情報が含まれています。

• カテゴリ
• 発生
• アクション項目
• Subject
• [Group] (グループ)
• 説明
• ドキュメントリファレンス
• 推奨されるアクション
• 線グラフ
• Position
• ソース
• ターゲット
• サーバ IP アドレスとポート
• データベース
• スキーマ

2 番目の CSV ファイルには、Action_Items_Summaryその名前としてサフィックスが含まれ、次の情報
が含まれています。

• スキーマ
• アクション項目
• 発生回数
• 各アクションアイテムを変換するためのアプローチを設計するのに必要な労力を、学習曲線に費やした

労力です。
• 設計したアプローチに従って、各アクション項目の発生を変換するために必要となる労力が表示されま

す。
• アクション項目の説明
• 推奨されるアクション

必要な労力のレベルを示す値は、低 (最小) から高 (最高) までの加重スケールに基づいています。

3 番目の CSV ファイルにはSummary、その名前に SE が含まれ、次の情報が含まれています。

• カテゴリ
• プロジェクト数
• 自動的に変換されるオブジェクト
• 単純なアクションのあるオブジェクト
• 複雑度が中程度のアクションのあるオブジェクト
• 複雑なアクションのあるオブジェクト
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• 総コード行数

DMS スキーマ変換の使用
DMS Schema Conversion は、既存のデータベーススキーマとほとんどのデータベースコードオブジェク
トを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に変換します。

DMS スキーマ変換は、オンライントランザクション処理 (OLTP) データベーススキーマを MySQL 用の 
Amazon RDS または PostgreSQL 用の RDS に変換する多くのプロセスを自動化します。ソースおよび
ターゲットデータベースエンジンは様々な特徴と機能を含んでおり、DMS Schema Conversion は可能
な限り同等のスキーマを作成するよう試みます。直接変換できないデータベースオブジェクトについて
は、DMS Schema Conversion で実行できるアクションのリストが表示されます。

データベーススキーマを変換するには、以下のプロセスを使用します。

• データベーススキーマを変換する前に、変換中にデータベースオブジェクトの名前を変更する変換ルー
ルを設定します。

• データベース移行評価レポートを作成して、移行の複雑さを推定します。このレポートには、DMS ス
キーマ変換で自動的に変換できないスキーマ要素の詳細が表示されます。

• ソースデータベースストレージとコードオブジェクトを変換します。DMS スキーマ変換は、変換され
たデータベースオブジェクトのローカルバージョンを作成します。これらの変換されたオブジェクトに
は、移行プロジェクトでアクセスできます。

• 変換されたコードを SQL ファイルに保存して、変換アクション項目を確認、編集、または処理します。
オプションで、変換されたコードをターゲットのデータベースに直接適用します。

データウェアハウススキーマを変換するには、デスクトップを使用しますAWS Schema Conversion 
Tool。詳細については、『Schema Conversion Tool ユーザーガイド』の「AWSデータウェアハウスス
キーマから Amazon Redshift への変換」を参照してください。

トピック
• DMS スキーマ変換での変換ルールの設定 (p. 100)
• DMS スキーマ変換でのデータベーススキーマの変換 (p. 102)
• 移行プロジェクトのスキーマ変換設定の指定 (p. 103)
• DMS スキーマ変換でのデータベーススキーマの更新 (p. 106)
• DMS スキーマ変換での変換されたコードの保存および適用 (p. 107)

DMS スキーマ変換での変換ルールの設定
DMS Schema Converce を使用してデータベーススキーマを変換する前に、変換ルールを設定でき
ます。変換ルールでは、オブジェクト名を小文字または大文字に変更したり、プレフィックスや
サフィックスを追加または削除したり、オブジェクト名を変更したりすることができます。例え
ば、test_TABLE_NAME という名前のソーススキーマにテーブルがあるとします。ターゲットスキーマ内
にある プレフィックス test_ をプレフィックス demo_ に変更するルールを設定できます。

変換ルールを作成して実行できるタスクは次のとおりです。

• プレフィックスを追加、削除、または置換する
• サフィックスを追加、削除、置換する
• 列のデータ型を変更
• オブジェクト名を小文字または大文字に変更
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• オブジェクトの名前変更

変換ルールを作成できるオブジェクトは次のとおりです。

• スキーマ
• テーブル
• Column

変換ルールの作成
DMS スキーマ変換は、移行プロジェクトの一部として変換ルールを保存します。移行プロジェクトを作成
するときに変換ルールを設定することも、後で編集することもできます。

プロジェクトには複数の変換ルールを追加できます。DMS スキーマ変換は、変換中に変換ルールを追加し
たのと同じ順序で適用します。

変換ルールを作成するには

1. 「移行プロジェクトの作成」ページで、「変換ルールを追加」を選択します。詳細については、「 移
行プロジェクトの作成 (p. 94)」を参照してください。

2. [ルールターゲット] で、このルールを適用するデータベースオブジェクトのタイプを選択します。
3. [ソーススキーマ] で、[スキーマの入力] を選択します。次に、このルールが適用されるソーススキー

マ、テーブル、および列の名前を入力します。正確な名前を入力して特定のオブジェクトを選択する
か、パターンを入力して複数のオブジェクトを選択できます。パーセント (%) をワイルドカードとし
て使用して、データベースオブジェクト名の任意の数の記号を置き換えます。

4. 「アクション」で、実行するタスクを選択します。
5. ルールタイプに応じて、追加の値を 1 つまたは 2 つ入力します。例えば、オブジェクトの名前を変

更するには、オブジェクトの新しい名前を入力します。プレフィックスを置換するには、現在のプレ
フィックスおよび置換後のプレフィックスを入力します。

6. 別の変換ルールを追加するには、「変換ルールを追加」を選択します。

ルールの追加を完了したら、[移行プロジェクトの作成] を選択します。

既存の変換ルールを複製するには、「複製」を選択します。既存の変換ルールを編集するには、リストか
らルールを選択します。既存の変換ルールを削除するには、「削除」を選択します。

変換ルールの編集
移行プロジェクトでは、新しい変換ルールを追加したり、既存の変換ルールを削除したり、編集したりで
きます。DMS Schema Conversion はスキーマ変換の開始時に変換ルールを適用するので、ルールを編集
した後は、必ずスキーマ変換を閉じてから再度起動してください。

変換ルールを編集するには

1. にサインインしAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS で
コンソールを開きます。

2. [移行プロジェクト] を選択してから、移行プロジェクトを選択します。
3. [スキーマ変換] を選択し、[スキーマ変換を閉じる] を選択します。
4. AWS DMSスキーマの変換が終了したら、[変更] を選択して移行プロジェクトの設定を編集します。
5. 変換ルールでは、次のいずれかのアクションを選択します。

• 「複製」を選択すると、既存の変換ルールが複製され、リストの最後に追加されます。

101

https://console.aws.amazon.com/dms/v2/


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
データベーススキーマの変換

• 既存の変換ルールを削除するには、「削除」を選択します。
• 既存の変換ルールを選択して編集します。

6. ルールの編集が完了したら、[変更を保存] を選択します。
7. 移行プロジェクトページで、リストからプロジェクトを選択します。[スキーマ変換] を選択し、[ス

キーマ変換を開始] を選択します。

DMS スキーマ変換でのデータベーススキーマの変換
移行プロジェクトを作成し、ソースとターゲットのデータベースに接続した後、ソースデータベースオブ
ジェクトをターゲットデータベースと互換性のある形式に変換できます。DMS スキーマ変換では、ソース
データベーススキーマが左側のパネルにツリービュー形式で表示されます。

データベースツリーの各ノードは遅延ロードされます。ツリービューでノードを選択すると、DMS 
Schema Conversion はその時点でソースデータベースにスキーマ情報を要求します。スキーマ情報をすば
やく読み込むには、スキーマを選択し、「アクション」メニューから「メタデータの読み込み」を選択し
ます。次に、DMS スキーマ変換はデータベースのメタデータを読み取り、その情報を Amazon S3 バケッ
トに保存します。データベースオブジェクトをより速くブラウズできるようになりました。

データベーススキーマ全体を変換することも、ソースデータベースから任意のスキーマ項目を選択して変
換することもできます。選択したスキーマ項目が親項目に依存する場合、DMS Schema Conversion は親
項目のスキーマも生成します。たとえば、変換するテーブルを選択すると、DMS Schema Conversion は
変換されたテーブルと、そのテーブルが含まれているデータベーススキーマを作成します。

データベースオブジェクトの変換
DMS Schema Conversion を使用して、データベーススキーマ全体または個別のデータベーススキーマオ
ブジェクトを変換できます。

データベーススキーマ全体を変換するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. 「マイグレーションプロジェクト」を選択します。「マイグレーションプロジェクト」ページが開き
ます。

3. 移行プロジェクトを選択し、[スキーマ変換] を選択します。
4. [スキーマ変換を開始] を選択します。[スキーマの変換] ページが開きます。
5. ソースデータベースペインで、スキーマ名のチェックボックスを選択します。
6. 移行プロジェクトの左側のペインでこのスキーマを選択します。DMS スキーマ変換では、スキーマ名

が青色で強調表示され、アクションメニューがアクティブになります。
7. [アクション] で [変換] を選択します。変換ダイアログボックスが表示されます。
8. ダイアログボックスで「変換」を選択して選択を確定します。

ソースデータベースオブジェクトを変換するには

1. にサインインしAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS で
コンソールを開きます。

2. 「マイグレーションプロジェクト」を選択します。「マイグレーションプロジェクト」ページが開き
ます。

3. 移行プロジェクトを選択し、[スキーマ変換] を選択します。
4. [スキーマ変換を開始] を選択します。[スキーマの変換] ページが開きます。
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5. ソースデータベースペインで、ソースデータベースオブジェクトを選択します。
6. 変換するオブジェクトのすべてのチェックボックスを選択したら、左側のパネルで選択したすべての

オブジェクトの親ノードを選択します。

DMS スキーマ変換では、親ノードが青色で強調表示され、アクションメニューがアクティブになりま
す。

7. [アクション] で [変換] を選択します。変換ダイアログボックスが表示されます。
8. ダイアログボックスで「変換」を選択して選択を確定します。

たとえば、10 個のテーブルのうち 2 つを変換するには、変換する 2 つのテーブルのチェックボックスを
オンにします。「アクション」メニューが非アクティブになっていることに注意してください。テーブ
ルノードを選択すると、DMS スキーマ変換によってその名前が青色で強調表示され、「アクション」メ
ニューがアクティブになります。次に、このメニューから [変換] を選択できます。

同様に、2 つのテーブルと 3 つのプロシージャを変換するには、オブジェクト名のチェックボックスをオ
ンにします。次に、スキーマノードを選択して「アクション」メニューをアクティブにし、「スキーマの
変換」を選択します。

変換されたデータベースオブジェクトの確認
ソースデータベースオブジェクトを変換したら、プロジェクトの左側のペインでオブジェクトを選択でき
ます。その後、そのオブジェクトのソースコードと変換されたコードを表示できます。DMS スキーマ変
換は、左側のペインで選択したオブジェクトの変換されたコードを自動的にロードします。選択したオブ
ジェクトのプロパティやパラメータも表示できます。

DMS スキーマ変換は、変換されたコードを移行プロジェクトの一部として自動的に保存します。これらの
コード変更はターゲットデータベースには適用されません。変換されたコードをターゲットデータベース
に適用する方法の詳細については、を参照してください変換されたコードの適用 (p. 108)。変換された
コードを移行プロジェクトから削除するには、右側のペインでターゲットスキーマを選択し、[アクション] 
から [データベースから更新] を選択します。

ソースデータベースオブジェクトを変換すると、中央下のペインに変換の概要とアクション項目が表示さ
れます。評価レポートを作成すると、同じ情報が表示されます。評価レポートは、DMS スキーマ変換では
変換できないスキーマ項目を特定して解決するのに役立ちます。評価レポートの概要とコンバージョンア
クション項目のリストを CSV ファイルに保存できます。詳細については、「データベース移行評価レポー
ト (p. 97)」を参照してください。

移行プロジェクトのスキーマ変換設定の指定
移行プロジェクトを作成したら、DMS スキーマ変換で変換設定を指定できます。スキーマ変換設定を構成
すると、変換されたコードのパフォーマンスが向上します。

コンバージョン設定を編集するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. 「マイグレーションプロジェクト」を選択します。「マイグレーションプロジェクト」ページが開き
ます。

3. 移行プロジェクトを選択してください。「スキーマ変換」を選択し、「スキーマ変換を開始」を選択
します。

4. [Settings] (設定) を選択します。[設定] ページが開きます。
5. 「変換」セクションで、設定を変更します。
6. [適用] を選択し、[スキーマ変換] を選択します。
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すべてのコンバージョンペアについて、変換されたコード内のアクションアイテムを含むコメントの数を
制限できます。変換されたコード内のコメント数を制限するには、移行プロジェクトの変換設定を開きま
す。

変換された SQL コード内のコメントには、アクションアイテムの重要度レベルを選択します。DMS ス
キーマ変換では、選択した重要度以上のアクション項目について、変換されたコードにコメントが追加
されます。たとえば、変換されたコード内のコメント数を最小限に抑えるには、[エラーのみ] を選択しま
す。

変換したコードにすべてのアクション項目のコメントを含めるには、「すべてのメッセージ」を選択しま
す。

その他の変換設定は、ソースデータベースとターゲットデータベースのペアごとに異なります。

トピック
• オラクルからMySQLへの変換設定 (p. 104)
• オラクルからPostgreSQLへの変換設定 (p. 104)
• SQL サーバーから MySQL への変換設定 (p. 106)
• SQL サーバーから PostgreSQL への変換設定 (p. 106)

オラクルからMySQLへの変換設定
DMS スキーマ変換の Oracle から MySQL への変換設定には、次のものが含まれます。

• ソース OracleROWID データベースでは疑似列を使用できます。MySQL は同様の機能をサポートしてい
ません。DMS スキーマ変換は、ROWID変換されたコード内の疑似列をエミュレートできます。そのため
には、「行 ID を生成」オプションをオンにします。

ソースの OracleROWID コードで疑似列が使用されていない場合は、「行 ID を生成」オプションをオフ
にしてください。この場合、変換されたコードはより速く動作します。

• Oracle のソースコードには、TO_CHAR、TO_DATE、および MySQLTO_NUMBER がサポートしていない
パラメータの関数が含まれる場合があります。デフォルトでは、DMS スキーマ変換は、変換されたコー
ドでのこれらのパラメーターの使用をエミュレートします。

MySQLTO_CHAR でサポートされていないパラメータがソース Oracle コードにない場合は、ネイティブ 
MySQL、、TO_NUMBERおよび関数を使用できます。TO_DATEこの場合、変換されたコードはより速く
動作します。それを行うには、次の値を選択します。
• MySQL のネイティブ TO_CHAR 関数を使用してください
• MySQL のネイティブ TO_DATE 関数を使用する
• MySQL のネイティブ TO_NUMBER 関数を使用する

• データベースとアプリケーションは異なるタイムゾーンで実行できます。デフォルトでは、DMS ス
キーマ変換は変換されたコードのタイムゾーンをエミュレートします。ただし、データベースとアプリ
ケーションが同じタイムゾーンを使用する場合は、このエミュレーションは必要ありません。この場合
は、データベースとアプリケーションが同じタイムゾーンを使用する場合に、「変換されたコードのパ
フォーマンスを向上させる」を選択します。

オラクルからPostgreSQLへの変換設定
DMS スキーマ変換の Oracle から PostgreSQL への変換設定には、次のものが含まれます。

• AWS DMSOracle マテリアライズドビューを PostgreSQL 上のテーブルまたはマテリアライズドビュー
に変換できます。マテリアライズドビューの場合は、ソースマテリアライズドビューを変換する方法を
選択します。
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• ソース OracleROWID データベースでは疑似列を使用できます。PostgreSQL は同様の機能をサポー
トしていません。DMS スキーマ変換では、bigintcharacter varyingまたはデータ型を使用し
て、ROWID変換されたコード内の疑似列をエミュレートできます。そのためには、「bigint データ型を
使用して ROWID 疑似列をエミュレートする」または「文字可変データ型を使用して Row ID 疑似列を
エミュレートする」を選択します。

ソースの OracleROWID コードで疑似列が使用されていない場合は、「生成しない」を選択します。この
場合、変換されたコードはより速く動作します。

• Oracle のソースコードには、TO_CHAR、TO_DATE、および PostgreSQLTO_NUMBER がサポートしてい
ないパラメータを持つ関数が含まれる場合があります。デフォルトでは、DMS スキーマ変換は、変換さ
れたコードでのこれらのパラメーターの使用をエミュレートします。

ソース Oracle コードに PostgreSQLTO_CHAR でサポートされていないパラメータがない場合は、ネイ
ティブ PostgreSQL、、TO_NUMBERおよび関数を使用できます。TO_DATEこの場合、変換されたコード
はより速く動作します。それを行うには、次の値を選択します。
• PostgreSQL のネイティブ TO_CHAR 関数を使用してください
• PostgreSQL のネイティブの TO_DATE 関数を使用してください
• PostgreSQL のネイティブの TO_NUMBER 関数を使用してください

• データベースとアプリケーションは異なるタイムゾーンで実行できます。デフォルトでは、DMS ス
キーマ変換は変換されたコードのタイムゾーンをエミュレートします。ただし、データベースとアプリ
ケーションが同じタイムゾーンを使用する場合は、このエミュレーションは必要ありません。この場合
は、データベースとアプリケーションが同じタイムゾーンを使用する場合に、「変換されたコードのパ
フォーマンスを向上させる」を選択します。

• 変換されたコードでシーケンスを引き続き使用するには、「変換されたシーケンスに、ソース側で生成
された最後の値を入力」を選択します。

• 場合によっては、ソース Oracle データベースでは、NUMBERデータ型の主キー列または外部キー列に整
数値のみが格納されることがあります。このような場合は、AWS DMSBIGINTこれらの列をデータ型に
変換できます。この方法を実行すると、変換されたコードのパフォーマンスが向上します。そのために
は、「NUMBER データ型の主キー列と外部キー列を BIGINT データ型に変換」を選択します。データが
失われないように、ソースにこれらの列に浮動小数点値が含まれていないことを確認してください。

• ソースコード内の非アクティブ化されたトリガーと制約をスキップするには、「アクティブなトリガー
と制約のみを変換」を選択します。

• DMS スキーマ変換を使用して、動的 SQL と呼ばれる文字列変数を変換できます。データベースコード
は、これらの文字列変数の値を変更できます。AWS DMS必ずこの文字列変数の最新の値が変換される
ようにするには、「呼び出されたルーチンで作成された動的 SQL コードの変換」を選択します。

• PostgreSQL バージョン 10 以前は、プロシージャをサポートしていません。PostgreSQL でのプロシー
ジャの使用に慣れていない場合は、Oracle プロシージャを PostgreSQLAWS DMS 関数に変換できま
す。そのためには、「プロシージャを関数に変換」を選択します。

• 発生したアクション項目に関する追加情報を表示するには、拡張パックに特定の機能を追加できま
す。そのためには、「ユーザー定義の例外を発生させる拡張パック関数を追加」を選択します。次に、
重要度レベルを選択してユーザー定義の例外を発生させます。ソースデータベースオブジェクトを変換
した後は、必ず拡張パックスキーマを適用してください。拡張パックの詳細については、を参照してく
ださい拡張機能の使用 (p. 108)。

• ソース Oracle データベースには、自動的に生成された名前の制約を含めることができます。ソースコー
ドでこれらの名前を使用している場合は、必ず [システム生成の制約の名前を保存] を選択してくださ
い。ソースコードでこれらの制約を使用しているのに名前を使用していない場合は、このオプションを
オフにして変換速度を上げてください。

• ソースデータベースとターゲットデータベースが異なるタイムゾーンで実行されている場
合、SYSDATE組み込みの Oracle 関数をエミュレートする関数は、ソース関数とは異なる値を返しま
す。ソース関数とターゲット関数が同じ値を返すようにするには、[ソースデータベースのタイムゾーン
を設定] を選択します。

• 変換されたコードでは、orafce 拡張モジュールの関数を使用できます。そのためには、Oracle の組み込
みルーチンで使用する関数を選択します。orafce についての詳細は、「orafce on」を参照してください 
GitHub。
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SQL サーバーから MySQL への変換設定
DMS スキーマ変換の SQL Server から MySQL への変換設定には、次のものが含まれます。

• ソース SQL Server データベースでは、EXECの出力をテーブルに格納できます。DMS スキーマ変換で
は、テンポラリテーブルとこの機能をエミュレートするための追加プロシージャが作成されます。この
エミュレーションを使用するには、「オープンデータセットを処理する追加ルーチンを作成」を選択し
ます。

SQL サーバーから PostgreSQL への変換設定
DMS スキーマ変換の SQL サーバーから PostgreSQL への変換設定には以下が含まれます。

• SQL Serverでは、異なるテーブルに同じ名前のインデックスを使用できます。ただし、PostgreSQL で
は、スキーマで使用するインデックス名はすべて一意でなければなりません。DMS Schema Conversion
がすべてのインデックスに一意の名前を生成するようにするには、「インデックスに一意の名前を生
成」を選択します。

• PostgreSQL バージョン 10 以前は、プロシージャをサポートしていません。PostgreSQL でのプロシー
ジャの使用に慣れていない場合は、SQL Server プロシージャを PostgreSQLAWS DMS 関数に変換でき
ます。そのためには、「プロシージャを関数に変換」を選択します。

• ソース SQL Server データベースでは、EXECの出力をテーブルに格納できます。DMS スキーマ変換で
は、テンポラリテーブルとこの機能をエミュレートするための追加プロシージャが作成されます。この
エミュレーションを使用するには、「オープンデータセットを処理する追加ルーチンを作成」を選択し
ます。

• 変換されたコードのスキーマ名に使用するテンプレートを定義できます。[スキーマ名] には、次のいず
れかのオプションを選択します。
• DB — SQL サーバーのデータベース名を PostgreSQL のスキーマ名として使用します。
• スキーマ — SQL サーバーのスキーマ名を PostgreSQL のスキーマ名として使用します。
• DB_SCHEMA — SQL Server データベースとスキーマ名を組み合わせて PostgreSQL のスキーマ名と

して使用します。
• ソースオブジェクト名は大文字と小文字のままでかまいません。オブジェクト名が小文字に変換されな

いようにするには、「オブジェクト名の大文字と小文字を同じにする」を選択します。このオプショ
ンは、ターゲットデータベースで大文字と小文字の区別オプションをオンにした場合にのみ適用されま
す。

• ソースデータベースのパラメータ名はそのままにしておくことができます。DMS スキーマ変換では、変
換されたコード内のパラメータの名前に二重引用符を追加できます。そのためには、「パラメータ名を
元のままにする」を選択します。

DMS スキーマ変換でのデータベーススキーマの更新
移行プロジェクトを作成すると、DMS Schema Conversion はソーススキーマとターゲットスキーマに
関する情報をこのプロジェクトに保存します。DMS Schema Conversion では、データベースツリーで
ノードを選択したときなど、必要な場合にのみメタデータをロードするために遅延読み込みを使用しま
す。イーガーローディングを使用すると、スキーマ情報をより速くロードできます。そのためには、ス
キーマを選択し、「アクションからメタデータを読み込む」を選択します。

オブジェクトを移行プロジェクトに自動または手動でロードすると、DMS Schema Conversion は再び遅
延読み込みを使用しません。そのため、データベース内のテーブルやプロシージャなどのオブジェクトを
変更するときは、必ず移行プロジェクトでそれらを更新してください。

データベースからスキーマを更新するには、更新するオブジェクトを選択し、[アクション] から [データ
ベースから更新] を選択します。ソースとターゲットのデータベーススキーマのデータベースオブジェクト
を更新できます。
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• ソース — ソースデータベースのスキーマを更新する場合は、[データベースから更新] を選択して、プロ
ジェクトのスキーマをソースデータベースの最新のスキーマに置き換えます。

• ターゲット — ターゲットデータベースのスキーマを更新すると、DMS Schema Conversion はプロジェ
クト内のスキーマをターゲットデータベースの最新のスキーマに置き換えます。DMS スキーマ変換は、
変換されたコードをターゲットデータベースのコードに置き換えます。[データベースから更新] を選択
する前に、変換されたコードをターゲットデータベースに適用したことを確認してください。それ以外
の場合は、ソースデータベーススキーマを再度変換してください。

DMS スキーマ変換での変換されたコードの保存およ
び適用
DMS Schema Conversion がソースデータベースオブジェクトを変換しても、変換されたコードはター
ゲットデータベースにすぐには適用されません。代わりに、DMS Schema Conversion は、ターゲット
データベースに適用する準備ができるまで、変換されたコードをプロジェクトに保存します。

変換されたコードを適用する前に、ソースデータベースコードを更新し、更新されたオブジェクトを既存
のアクションアイテムに対応するように再度変換できます。DMS スキーマ変換で自動的に変換できない項
目の詳細については、を参照してくださいDMS スキーマ変換評価レポートの作成 (p. 97)。DMS スキー
マ変換の移行プロジェクトでソースデータベースオブジェクトを更新する方法の詳細については、を参照
してくださいデータベーススキーマの更新 (p. 106)。

変換されたコードを DMS Schema Conversion でデータベースに直接適用する代わりに、コードを SQL ス
クリプトとしてファイルに保存できます。これらの SQL スクリプトを確認して必要に応じて編集し、これ
らの SQL スクリプトをターゲットデータベースに手動で適用できます。

変換したコードを SQL ファイルに保存する
変換されたスキーマを SQL スクリプトとしてテキストファイルに保存できます。変換されたコード
を、DMS スキーマ変換で自動的に変換できないアクション項目に対応するように変更できます。その後、
更新した SQL スクリプトをターゲットデータベースで実行して、変換されたコードをターゲットデータ
ベースに適用できます。

変換されたスキーマを SQL スクリプトとして保存するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. 「マイグレーションプロジェクト」を選択します。「マイグレーションプロジェクト」ページが開き
ます。

3. 移行プロジェクトを選択し、[スキーマ変換] を選択します。
4. [スキーマ変換を開始] を選択します。[スキーマの変換] ページが開きます。
5. 右側のペインで、ターゲットのデータベーススキーマを選択するか、保存する変換されたオブジェ

クトを選択します。DMS Schema Conversion が親ノード名を青色で強調表示し、ターゲットデータ
ベースの「アクション」メニューをアクティブにすることを確認してください。

6. [アクション] の [SQL として保存] を選択します。[保存] ダイアログボックスが表示されます。
7. [SQL として保存] を選択して選択を確定します。

DMS スキーマ変換は SQL ファイルを含むアーカイブを作成し、このアーカイブを Amazon S3 バ
ケットに保存します。

8. (オプション) インスタンスプロファイルのスキーマ変換設定を編集して、アーカイブの S3 バケット
を変更します。

9. S3 バケットから SQL スクリプトを開きます。

107

https://console.aws.amazon.com/dms/v2/


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
拡張機能の使用

変換されたコードの適用
変換されたコードをターゲットのデータベースに適用する準備ができたら、プロジェクトの右ペインで
データベースオブジェクトを選択します。データベーススキーマ全体または選択したデータベーススキー
マオブジェクトに変更を適用できます。

データベースオブジェクトを選択すると、DMS Schema Conversion は選択したノードまたは親ノードの
名前を青色で強調表示します。次に、「アクション」メニューがアクティブになります。[アクションに変
更を適用] を選択します。表示されるダイアログボックスで、[適用] を選択して選択を確定し、変換された
コードをターゲットデータベースに適用します。

拡張パックスキーマの適用
変換したスキーマをターゲットデータベースに初めて適用するときに、DMS Schema Conversion は拡張
パックスキーマも適用する場合があります。拡張パックスキーマは、ターゲットデータベースに変換さ
れたコードを実行するために必要なソースデータベースのシステム関数をエミュレートします。変換した
コードが拡張パックの機能を使用する場合は、必ず拡張パックのスキーマを適用してください。

拡張パックをターゲットデータベースに手動で適用するには、[アクションの変更を適用] を選択します。
表示されるダイアログボックスで、「確認」を選択し、拡張パックをターゲットデータベースに適用しま
す。

変換されたコードに予期しない結果が生じないように、拡張パックスキーマの変更はしないことをお勧め
します。

詳細については、「DMS スキーマ変換での拡張パックの使用 (p. 108)」を参照してください。

DMS スキーマ変換での拡張パックの使用
DMS Schema Conversion の拡張パックは、ターゲットデータベースでサポートされていないソースデー
タベース機能をエミュレートするアドオンモジュールです。拡張パックを使用して、変換されたコードが
ソースコードと同じ結果を生成することを確認します。拡張パックをインストールする前に、データベー
ススキーマを変換してください。

各拡張パックにはデータベーススキーマが含まれています。このスキーマには SQL 関数、プロシージャ、
テーブルが含まれています。これらにより、特定のオンライントランザクション処理 (OLTP) オブジェク
トまたはソースデータベースのサポートされていない組み込み関数をエミュレートします。

ソースデータベースを変換すると、DMS Schema Conversion はターゲットデータベースに追加のスキー
マを追加します。このスキーマは、変換されたコードをターゲットデータベースで実行するために必要
な、ソースデータベースの SQL システム関数を実装します。この別のスキーマは、拡張パックスキーマと
呼ばれます。

拡張パックスキーマの名前は、ソースデータベースに従って次のように記述されます。

• Microsoft SQL Server - aws_sqlserver_ext
• Oracle - aws_oracle_ext

拡張機能の適用には以下があります。

• DMS スキーマ変換では、変換されたコードを適用すると自動的に拡張パックを適用できます。DMS ス
キーマ変換は、他のすべてのスキーマオブジェクトを適用する前に拡張パックを適用します。

• 拡張パックは手動で適用できます。そのためには、ターゲットデータベースツリーで拡張パックスキー
マを選択し、「適用」、「拡張パックを適用」の順に選択します。
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AWS Database Migration Service の
ベストプラクティス

AWS Database Migration Service (AWS DMS) を最も効果的に使用するためには、データ移行の最も効率
的な方法に関するこのセクションの推奨事項をご参照ください。

トピック
• AWS Database Migration Service での移行の計画 (p. 109)
• スキーマの変換 (p. 110)
• AWS DMS 公開ドキュメントのレビュー (p. 110)
• PoC (概念実証) を実行する (p. 111)
• AWS DMS 移行のパフォーマンスの向上 (p. 111)
• 独自のオンプレミスネームサーバーの使用 (p. 114)
• ラージバイナリオブジェクト (LOB) の移行 (p. 116)
• 大規模なテーブルを移行する場合のパフォーマンスの向上 (p. 119)
• 継続的なレプリケーション (p. 119)
• ソースデータベースのロードを縮小する (p. 120)
• ターゲットデータベースのボトルネックを減らす (p. 120)
• 移行中にデータ検証を使用する (p. 120)
• メトリクスを使用する AWS DMS タスクのモニタリング (p. 121)
• イベントと通知 (p. 121)
• タスクログを使用して、移行の問題のトラブルシューティングをする (p. 122)
• Time Travel によるレプリケーションタスクのトラブルシューティング (p. 122)
• Oracle ターゲットのユーザーおよびスキーマの変更 (p. 122)
• Oracle ターゲットでテーブルとインデックスのテーブル スペースを変更する (p. 123)
• レプリケーション インスタンスバージョンのアップグレード (p. 124)
• 移行コストについて (p. 124)

AWS Database Migration Service での移行の計画
AWS Database Migration Service を使用してデータベース移行を計画するときは、以下の点を考慮してく
ださい。

• ソースとターゲットのデータベースを AWS DMS レプリケーション インスタンスに接続するにはネッ
トワークを設定してください。これを行うには、レプリケーション インスタンスと同じVirtual Private 
Cloud (VPC) にある2 つの AWS リソースを接続するのと同じくらい簡単です。これには、Virtual 
Private Cloud (VPN) 経由で Amazon RDS DB インスタンスへのオンプレミスデータベースの接続な
ど、より複雑な設定までカバーしています。詳細については、「データベース移行のネットワーク設
定 (p. 138)」を参照してください。

• ソースとターゲットのエンドポイント ソースデータベース内のどの情報とテーブルをターゲットデー
タベースに移行する必要があるかを知っている必要があります。AWS DMS では、テーブルとプライ
マリキーの作成を含む、基本的なスキーマの移行がサポートされています。ただし、AWS DMS では、
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ターゲットデータベースのセカンダリインデックス、外部キー、ユーザーアカウントなどは自動的に
作成されません。ソースおよびターゲットデータベースエンジンによっては、サプリメンタルロギン
グをセットアップしたり、ソースまたはターゲットデータベースの他の設定を変更したり必要がある点
に注意してください。詳細については、「データ移行のソース (p. 160)」と「データ移行のターゲッ
ト (p. 325)」をご参照ください。

• [Schema and code migration] (スキーマとコードの移行) – AWS DMS はスキーマまたはコードの変換を
実行しません。Oracle SQL Developer、MySQL Workbench、または pgAdmin III などのツールを使用
してスキーマを変換できます。異なるデータベースエンジンに既存のスキーマを変換する場合、AWS 
Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用できます。このツールは、ターゲットスキーマを作成で
き、スキーマ全体 (テーブル、インデックス、ビューなど) を生成および作成することもできます。この
ツールを使用して PL/SQL または TSQL を PgSQL や他の形式に変換することもできます。AWS SCT 
の詳細については、AWS SCT ユーザーガイド をご参照ください。

• [Unsupported data types] (サポートされていないデータ型) – ソースの一部のデータ型は、ターゲット
データベースのデータ型と同等のデータ型に変換する必要があります。サポートされているデータ型の
詳細については、データストアのソースまたはターゲットセクションをご参照ください。

• [Diagnostic support script results] (診断サポートスクリプトの結果) — 移行を計画する場合は、診断サ
ポートスクリプトを実行することをお勧めします。これらのスクリプトの結果から、移行の失敗の可能
性に関する詳細情報を確認できます。

サポートスクリプトがデータベースで使用できる場合は、次のセクションにある対応するスクリプトト
ピックのリンクを使用して、サポートスクリプトをダウンロードします。スクリプトを検証して確認
したら、ローカル環境のスクリプトトピックで説明されている手順に従ってスクリプトを実行できま
す。スクリプトの実行が完了すると、結果を確認できます。トラブルシューティング作業の最初のス
テップとして、これらのスクリプトを実行することをお勧めします。この結果は、AWS Support チー
ムと協力しているとき有用です。詳細については、「AWS DMS での診断サポート スクリプトの操
作 (p. 736)」を参照してください。

• [Premigration assessments] (移行前評価) — 移行前評価は、データベース移行タスクの指定されたコン
ポーネントを評価して、移行タスクが期待どおりに実行されない可能性のある問題を特定するのに役立
ちます。この評価を使用すると、新規または変更されたタスクを実行する前に、潜在的な問題を特定で
きます。移行前の評価での作業の詳細については、「タスクの移行前評価の有効化と操作 (p. 591)」を
ご参照ください。

スキーマの変換
AWS DMS は、スキーマまたはコード変換を実行しません。異なるデータベースエンジンに既存のスキー
マを変換する場合、AWS SCT を使用します。AWS SCT は、ソースオブジェクト、テーブル、インデッ
クス、ビュー、トリガー、およびその他のシステムオブジェクトをターゲットデータ定義言語 (DDL) 形式
に変換します。AWS SCT を使用して、PL/SQL または TSQL などのほとんどのアプリケーションコード
を同等のターゲット言語に変換することもできます。

AWS SCT は、AWS から無料でダウンロードできます。AWS SCT の詳細については、AWS SCT ユー
ザーガイドをご参照ください。

ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントが同じデータベースエンジン上にある場合は、Oracle 
SQL Developer、MySQL Workbench、または PgAdmin 4 などのツールを使用してスキーマを移動できま
す。

AWS DMS 公開ドキュメントのレビュー
最初の移行前のソース エンドポイントとターゲット エンドポイントについて AWS DMS 公開ドキュメン
トページを確認することを強くお勧めします。このドキュメントは、移行の前提条件を特定し、開始す
る前に現在の制限事項を理解するのに役立ちます。詳細については、「AWS DMS エンドポイントの使
用 (p. 157)」を参照してください。
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移行中、公開ドキュメントは、AWS DMS に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。これら
のトピックは、AWS DMS と選択したエンドポイント データベースの両方を使用して一般的な問題を解
決するのに役立ちます。詳細については、「AWS Database Migration Service での移行タスクのトラブル
シューティング (p. 714)」を参照してください。

PoC (概念実証) を実行する
データベース移行の初期段階で環境に関する問題を発見するために、小規模なテスト移行を実行すること
をお勧めします。これにより、より現実的な移行の時間帯を設定するのにも役立ちます。さらに、フルス
ケールのテスト移行を実行して、AWS DMS が、ネットワーク上でデータベースのスループットを処理
できるかどうかを測定する必要がある場合があります。この間、最初の全負荷と継続的なレプリケーショ
ンをベンチマークして最適化することをお勧めします。これにより、ネットワークのレイテンシーを把握
し、全体的なパフォーマンスを測定するのに役立ちます。

この時点で、次のようなデータプロファイルとデータベースの大きさを理解する機会もあります。

• 大、中、小のテーブルがいくつあるか。
• AWS DMS がデータ型と文字セットの変換を処理する方法。
• ラージオブジェクト (LOB) 列を持つテーブルの数。
• テスト移行の実行所要時間。

AWS DMS 移行のパフォーマンスの向上
いくつかの要因が AWS DMS 移行のパフォーマンスに影響を与えます。

• ソースのリソース可用性
• 利用可能なネットワークスループット
• レプリケーション サーバーのリソース容量
• ターゲットの変更取り込み機能
• ソースデータのタイプとディストリビューション
• 移行するオブジェクトの数

パフォーマンスを向上させるには、次のベストプラクティスの一部またはすべてを使用します。これらの
プラクティスを使用できるかどうかは、特定のユースケースに大きく左右されます。以下の制限がありま
す。

適切なレプリケーション サーバーのプロビジョニング

AWS DMS は Amazon EC2 インスタンス上で実行されるマネージドサービスです。このサービスは
ソース データベースに接続するレプリケーション インスタンスを使用し、ソースデータを読み取り、
ターゲットデータベースが使用できるようにデータをフォーマットし、ターゲットデータベースに
データをロードします。

この処理のほとんどはメモリ内で行われます。ただし、大きいトランザクションではディスクでの
バッファリングが必要になることがあります。キャッシュされたトランザクションとログファイルも
ディスクに書き込まれます。以下のセクションでは、レプリケーション サーバーの選択時に考慮すべ
き点について説明します。

CPU

AWS DMS は異機種間移行用に設計されていますが、同種の移行もサポートしています。同種移行を
実行するには、まず各ソースデータ型を同等の AWS DMS データ型に変換します。次に、それぞれの
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データ型をAWS DMS ターゲット データ型に変換します。データベースエンジンごとにこれらの変換
の参照は、AWS DMSユーザーガイドをご参照ください。

AWS DMS がこれらの変換を最適に実行するには、変換が発生したときに CPU が使用可能であるこ
とが前提です。CPU をオーバーロードし、十分な CPU リソースがないと、移行が遅くなり、他の副
作用も引き起こす可能性があります。

レプリケーション インスタンスクラス

サービスのテストや小規模な移行の場合、いくつかの小さいインスタンスクラスで十分です。移行に
多数のテーブルが関与する場合や、複数の同時レプリケーション タスクを実行する予定の場合、大き
いインスタンスを 1 つ使用することを検討してください。サービスがかなりの量のメモリと CPU を
消費するため、より大きなインスタンスを使用することをお勧めします。

T2 タイプのインスタンスは、適度なベースラインパフォーマンスを実現したり、ワークロードの必要
に応じて非常に高いパフォーマンスまでバーストする機能を実現できるように設計されています。常
時または一貫して CPU をフルに使用するわけではないが、バーストが必要なことがあるワークロー
ド向けに用意されています。T2 インスタンスは、ウェブサーバー、デベロッパー環境、小規模データ
ベースなどの汎用ワークロードに適しています。低速移行のトラブルシューティングで T2 インスタ
ンスタイプを使用する場合は、CPU 使用率ホストメトリックスを確認します。これは、そのインスタ
ンスタイプのベースラインを超えてバーストしているかどうかを確認できます。

この C4 インスタンスクラスは、大量の演算を行うワークロードで最高レベルのプロセッサパフォー
マンスを実現するように設計されています。毎秒パケット (PPS) パフォーマンスが非常に高く、ネッ
トワークジッターが低く、ネットワーク レイテンシーが低くなります。また、AWS DMS は特に 
Oracle から PostgreSQL への移行など、異機種間の移行やレプリケーションを実行する場合に、CPU 
を大量に消費することもあります。C4 インスタンスは、このような状況に適しています。

R4 インスタンスクラスは、メモリ負荷の大きいワークロード用に最適化されたメモリです。AWS 
DMS を使用する高スループット トランザクション システムの継続的移行やレプリケーションが原因
で、大量の CPU やメモリを消費することがあります。R4 インスタンスは、vCPU 別のメモリが含ま
れます。

AWS DMS による R5 および C5 インスタンスクラスのサポート

R5 インスタンスは、メモリ内の大きいデータ セットを処理するワークロードに対して高速なパ
フォーマンスを実現するように設計されています。AWS DMS を使用する高スループット トランザク
ション システムの継続的移行やレプリケーションが原因で、大量の CPU やメモリを消費することが
あります。R5 インスタンスは、R4 より vCPU あたり 5% の追加メモリを提供し、最大サイズは 768 
GiB のメモリを提供します。さらに、R5 インスタンスは GiB あたりの価格を 10% 向上させ、R4 に
比べて CPU パフォーマンスを約 20% 向上させます。

C5 インスタンスはコンピューティング集約型ワークロードに最適化されており、コンピューティン
グ比あたり低価格で非常にコスト効率の高いパフォーマンスを実現します。これにより、ネットワー
クパフォーマンスが大幅に向上します。Elastic Network Adapter (ENA) は、Amazon EBS に最大 25 
Gbps のネットワーク帯域幅と最大 14 Gbps の専用帯域幅を C5 インスタンスで提供します。AWS 
DMS は特に、異機種間 (例:Oracle から PostgreSQL) の移行やレプリケーションを実行する場合
に、CPU を大量に消費する可能性があります。C5 インスタンスは、このような状況に適していま
す。

ストレージ

選択した インスタンスクラスに応じて、レプリケーション インスタンスには 50 GB または 100 GB 
のデータストレージが付属しています。このストレージは、ロード中に収集されるログファイルおよ
びキャッシュされた変更に使用されます。ソースシステムがビジー状態であるか、大量のトランザク
ションを実行する場合は、ストレージを増やす必要がある場合があります。レプリケーション サー
バーで複数のタスクを実行している場合は、ストレージを増やすことも必要になる場合があります。
ただし、通常はデフォルトの量で十分です。

AWS DMS 内のすべてのストレージボリュームは GP2 または汎用ソリッド ステート ドライブ (SSD) 
です。GP2 ボリュームには、1 秒あたり 3 つの I/O オペレーション (IOPS) のベースパフォーマンス
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があり、クレジットベースで最大 3,000 IOPS をバーストできます。経験則として、ReadIOPS と
WriteIOPSのレプリケーション　インスタンスのメトリクスを確認します。これらの値の合計が、そ
のボリュームのベースパフォーマンスを超えないようにしてください。

マルチ AZ

マルチ AZ インスタンスを選択すると、ストレージ障害から移行を保護できます。ほとんどの移行
は一時的なものであり、長期間実行することを意図していません。継続的レプリケーションで AWS 
DMS を使用する場合、マルチ AZ インスタンスを選択すると、ストレージの問題が発生した場合に可
用性が向上します。

フルロード中に単一の AZ またはマルチ AZ レプリケーションインスタンスを使用し、フェイルオー
バーまたはホストの交換が行われると、フルロードタスクは失敗することが予想されます。完了して
いない、またはエラー状態になっている残りのテーブルについては、障害発生時点からタスクを再開
できます。

複数のテーブルを並列的にロードする

デフォルトでは AWS DMS は、一度に 8 つのテーブルをロードします。dms.c4.xlarge またはより大
きなインスタンスなどの大量レプリケーションサーバーを使用する際、これを少し増やすことにより
パフォーマンスがある程度向上する場合があります。ただし、ある時点で並列処理を増やすことによ
りパフォーマンスが低下します。dms.t2.medium などのレプリケーションサーバーが比較的小さい場
合は、並行してロードされるテーブルの数を減らすことをおすすめします。

AWS Management Console でこの数を変更するには、コンソールを開き、[Tasks] (タスク) を選択
後、タスクの作成または変更を選択してから、[Advanced Settings] (詳細設定) を選択します。[Tuning 
Settings] (チューニング設定) で、[Maximum number of tables to load in parallel] (並列にロードする
テーブルの最大数) オプションを変更します。

AWS CLI を使用してこの数を変更するには、TaskSettings の MaxFullLoadSubTasks パラメー
タを変更します。

並列全ロードの使用

パーティションとサブパーティションに基づいて、Oracle、Microsoft SQL 
Server、MySQL、Sybase、および IBM Db2 LUW ソースからの並列ロードを使用できます。これによ
り、全体の全負荷時間が短縮されます。さらに、AWS DMS 移行タスクの実行中に、大きなテーブル
またはパーティションテーブルの移行を高速化できます。これを行うには、テーブルをセグメントに
分割し、同じ移行タスクでセグメントを並行してロードします。

並列ロードを使用するには、parallel-load オプションを指定した table-settings タイプの
テーブルマッピングルールを作成します。table-settings ルール内では、並列でロードする 1 つ
以上のテーブルに選択条件を指定します。選択条件を指定するには、parallel-load の type 要素
を次のいずれかに設定します。
• partitions-auto
• subpartitions-auto
• partitions-list
• ranges
• none

これらの設定の詳細については、「テーブルとコレクション設定のルールとオペレーショ
ン (p. 565)」をご参照ください。

インデックス、トリガーおよび参照整合性制約の使用

インデックス、トリガーおよび参照整合性制約は、移行パフォーマンスに影響を及ぼすことがあるた
め、移行が失敗する原因になります。これらが移行に及ぼす影響は、レプリケーション タスクが全
ロードタスクであるか、継続的なレプリケーション (CDC) タスクであるかによって異なります。

全ロードタスクの場合は、プライマリキーインデックス、参照整合性制約、データ操作言語 (DML) ト
リガーを削除することをお勧めします。または、全ロードタスクが完了するまで、その作成を遅延さ
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せることができます。全ロードタスク中、インデックスは不要であり、存在する場合、インデックス
はメンテナンスのオーバーヘッドが発生します。全ロードタスクは一度にテーブルのグループをロー
ドするため、参照整合性の制約に違反します。同様に、挿入、更新、および削除トリガーは、たとえ
ば、以前に一括ロードされたテーブルに対して行の挿入がトリガーされた場合にエラーを引き起こす
可能性があります。他のタイプのトリガーも、追加された処理のためにパフォーマンスに影響を及ぼ
します。

データボリュームが比較的少なく、追加の移行時間が重要でない場合は、全ロードタスクの前にプラ
イマリ キーとセカンダリ インデックスを作成できます。参照整合性制約とトリガーは常に無効にする
必要があります。

全ロード + CDC タスクの場合は、CDC フェーズの前にセカンダリ インデックスを追加することをお
勧めします。AWS DMS は論理的なレプリケーションを使用するため、DML オペレーションをサポー
トするセカンダリ インデックスをインプレースして、完全なテーブル スキャンを防止する必要があり
ます。CDC フェーズの前にレプリケーション タスクを一時停止して、そのタスクを再開する前にイ
ンデックスを作成後、トリガーを作成し、参照整合性制約を作成することができます。

カットオーバーの直前にトリガーを有効にする必要があります。
バックアップとトランザクションログを無効にする

Amazon RDS データベースに移行する場合、カットオーバーの準備ができるまでは、ターゲットの
バックアップとマルチ AZ を無効にすることをお勧めします。同様に、以外の Amazon RDS システム
に移行する場合、カットオーバーまではターゲットのロギングを無効にすることをお勧めします。

複数のタスクを使用する

時には、単一の移行のために複数のタスクを使用することでパフォーマンスが向上します。共通のト
ランザクションに関与しないテーブルのセットがある場合、複数のタスクに移行を分割できる場合が
あります。トランザクションの整合性はタスク内に維持されます。従って、個別のタスクのテーブル
が、共通のトランザクションに関与しないことが重要です。また、各タスクはそれぞれ独立してトラ
ンザクションのストリームを読み込みため、ソースデータベースに過度のストレスをかけないよう注
意が必要です。

複数のタスクを使用して、レプリケーションの個別のストリームを作成できます。これにより、ソー
ス上の読み取り、レプリケーション インスタンス上のプロセス、ターゲットデータベースへの書き込
みを並列化することができます。

変更処理の最適化

デフォルトでは、AWS DMS は、トランザクションの完全性を維持するトランザクションモードで
変更を処理します。トランザクションの完全性を一時的に失効できる場合は、代わりに [最適化バッ
チ] オプションを使用できます。このオプションでは、効率的にトランザクションがグループ化され、
効率化のためにバッチに適用します。バッチ最適化適用オプションを使用すると、ほとんどの場合、
参照整合性の制約に違反します。そのため、移行プロセス中にこれらの制約をオフにし、カットオー
バー プロセスの一環として再度オンにすることをお勧めします。

独自のオンプレミスネームサーバーの使用
通常、AWS DMS レプリケーション インスタンスは、Amazon EC2 インスタンスでドメインネームシス
テム (DNS) リゾルバーを使用してドメイン エンドポイントを解決します。ただし、Amazon Route 53 
Resolver を使用する場合は、独自のオンプレミス ネームサーバーを使用して特定のエンドポイントを解決
できます。このツールを使用すると、オンプレミスととの間でクエリを実行できます。AWS インバウンド
およびアウトバウンド エンドポイント、転送ルール、プライベート接続を使用する。オンプレミスのネー
ムサーバーを使用するメリットには、セキュリティの向上とファイアウォールの背後にある使いやすさが
含まれます。

インバウンド エンドポイントがある場合、オンプレミスの DNS クエリを使用して AWS にホストされた
ドメインを解決できます。。エンドポイントは、リゾルバーを提供する各サブネットの IP アドレスを割り
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当てることによって設定されます。オンプレミスの DNS インフラストラクチャと AWS の間の接続を確立
するには、AWS Direct Connectまたは、仮想プライベートネットワーク (VPN) を使用します。

アウトバウンド エンドポイントは、オンプレミスのネームサーバーに接続します。ネームサーバーは、許
可リストに含まれ、アウトバウンド エンドポイントに設定された IP アドレスにのみアクセス権を付与し
ます。ネームサーバーの IP アドレスがターゲットの IP アドレスです。アウトバウンド エンドポイントの
セキュリティグループを選択するときは、レプリケーション インスタンスで使用されるものと同じセキュ
リティグループを選択します。

転送ルールは、ネームサーバーに転送するドメインを選択するために使用されます。1 つのアウトバウン
ド エンドポイントに複数の転送ルールが存在する可能性があります。転送ルールの範囲は、Virtual Private 
Cloud (VPC) です。VPC に関連付けられた転送ルールを使用すると、AWS クラウドの論理的に分離され
たセクションをプロビジョニングできます。この論理的に隔離されたセクションから、AWS 仮想ネット
ワーク内のリソースを起動できます。

オンプレミスの DNS インフラストラクチャ内でホストされるドメインは、アウトバウンド DNS クエリを
有効にする条件付き転送ルールとして構成できます。これらのドメインの 1 つに対してクエリが実行され
ると、ルールによって構成された DNS サーバーに DNS リクエストを転送する試みがトリガーされます。
繰り返しますが、プライベート接続オーバー AWS Direct Connect または VPN が必要です。

Route 53 レゾルバーのアーキテクチャを次の図表に示します。

Route 53 DNS リゾルバーの詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「Route 53 レゾル
バーの使用開始」をご参照ください。

Amazon Route 53 Resolver の AWS DMS での使用
Amazon Route 53 Resolver AWS DMS を使用してエンドポイントを解決するためのオンプレミス ネーム
サーバーを作成できます。

Route 53 に基づく AWS DMS のオンプレミスネームサーバーを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 コンソールで、Route 53 リゾルバーを設定する AWS リージョンを選択します。Route 53 
リゾルバーはリージョン固有です。

3. クエリの方向 (インバウンド、アウトバウンド、またはその両方) を選択します。
4. インバウンドクエリ設定を指定します。

a. エンドポイント名を入力し、VPC を選択します。
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b. VPC 内からサブネットを 1 つ以上割り当てます (たとえば、可用性のため 2 つを選択します)。
c. これらのサブネットから、エンドポイントとして使用する特定の IP アドレスを割り当てる

か、Route 53 リゾルバーで自動的に割り当てます。
5. VPC 内のワークロードが DNS クエリを DNS インフラストラクチャにルーティングできるように、

オンプレミスドメインのルールを作成します。
6. オンプレミス DNS サーバーの 1 つ以上の IP アドレスを入力し、ルールを作成します。
7. ルールを提出してください。

すべてが作成され、VPC はインバウンドおよびアウトバウンド ルールに関連付けられ、トラフィックの
ルーティングを開始できます。

Route 53 リゾルバーの詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「Route 53 Resolver の
使用開始」をご参照ください。

ラージバイナリオブジェクト (LOB) の移行
一般に、AWS DMS は LOB データを 2 つのフェーズに移行します。

1. AWS DMS は、ターゲットテーブルに新しい行を作成し、その行に関連する LOB 値を除くすべての
データを入力します。

2. AWS DMS は、ターゲットテーブルの行を LOB データで更新します。

この LOB の移行プロセスでは、移行中はターゲットテーブルのすべての LOB 列で null が許容されるよう
にする必要があります。これは、ソーステーブルの LOB 列で null が許容されていない場合にも該当しま
す。AWS DMS がターゲットテーブルを作成すると、LOB 列はデフォルトで NULL に設定されます。場合
によっては、インポートやエクスポートなどの他のメカニズムを使用してターゲット テーブルを作成する
ことがあります。このような場合、移行タスクを開始する前に LOB 列で NULL が許容されることを確認
してください。

この要件には 1 つの例外があります。Oracle ソースから Oracle ターゲットへの同種移行を実行し、[制限
付き LOB モード] を選択しているとします。この場合、すべての LOB 値を含めて、行全体が一度に入力
されます。このような場合、AWS DMS では、必要に応じて、ターゲットテーブルの LOB 列を null 許容
制約なしで作成できます。

制限付き LOB モードの使用
AWS DMS は、移行に LOB 値が含まれている場合に、パフォーマンスと利便性のバランスをとる 2 つの
メソッドを使用します。

1. [制限付き LOB モード] は、すべての LOB 値をユーザー指定のサイズ制限 (デフォルトは 32 KB) に移
行します。サイズ制限を超える LOB 値は、手動で移行する必要があります。[制限付き LOB モード]、
すべての移行タスクのデフォルトで、通常最高のパフォーマンスが得られます。ただし、[Max LOB 
size](最大 LOB サイズ) パラメータの設定が正しいことを確認する必要があります。このパラメータ
は、すべてテーブルに対して最大の LOB サイズに設定する必要があります。

2. [完全 LOB モード] は、サイズに関係なくテーブル内のすべての LOB データを移行します。[完全 LOB 
モード] は、テーブル内のすべての LOB データを移動する際の利便性を提供しますが、そのプロセスが
パフォーマンスに重大な影響を与える可能性があります。

PostgreSQL など一部のデータベースエンジンに対して、AWS DMS は JSON データ型を LOB のように扱
います。[Limited LOB mode] (制限付き LOB モード) を使用している場合、[Max LOB size] (最大 LOB サイ
ズ) オプションが、JSON データが切り捨てられない値に設定されていることを確認します。
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AWS DMS は、大きなオブジェクトのデータ型 (BLOB、CLOB、NCLOB) の使用を完全にサポートするよ
うになりました。以下のソースエンドポイントは、完全に LOB サポートされています。

• Oracle
• Microsoft SQL Server
• ODBC

以下のターゲットエンドポイントは、完全に LOB サポートされています。

• Oracle
• Microsoft SQL Server

以下のターゲットエンドポイントには、制限付きの LOB サポートがあります。このターゲットエンドポイ
ントに無制限の LOB サイズは使用できません。

• Amazon Redshift
• Amazon S3

完全な LOB サポートがあるエンドポイントについては、LOB データ型にサイズ制限を設定できます。

LOB パフォーマンスが向上しました。
LOB データの移行時に、次の異なる LOB 最適化設定を指定できます。

テーブルごとの LOB 設定
テーブルごとの LOB 設定を使用すると、一部またはすべてのテーブルのタスクレベルの LOB 設定を上書
きできます。これを行うには、table-settings ルール内の lob-settings を定義します。次に、大き
な LOB 値を含むテーブルの例を示します。

SET SERVEROUTPUT ON
CREATE TABLE TEST_CLOB
(
ID NUMBER,
C1 CLOB,
C2 VARCHAR2(4000)
);
DECLARE
bigtextstring CLOB := '123';
iINT;
BEGIN
WHILE Length(bigtextstring) <= 60000 LOOP
bigtextstring := bigtextstring || '000000000000000000000000000000000';
END LOOP;
INSERT INTO TEST_CLOB (ID, C1, C2) VALUES (0, bigtextstring,'AnyValue');
END;
/
SELECT * FROM TEST_CLOB;
COMMIT

次に、移行タスクを作成し、新しい lob-settings ルールを使用してテーブルの LOB 処理を変更しま
す。bulk-max-siz 値は、最大 LOB サイズ (KB) を決定します。指定されたサイズより大きい場合は切り
捨てられます。

{ 
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 "rules": [{ 
   "rule-type": "selection", 
   "rule-id": "1", 
   "rule-name": "1", 
   "object-locator": { 
    "schema-name": "HR", 
    "table-name": "TEST_CLOB" 
   }, 
   "rule-action": "include" 
  }, 
  { 
   "rule-type": "table-settings", 
   "rule-id": "2", 
   "rule-name": "2", 
   "object-locator": { 
    "schema-name": "HR", 
    "table-name": "TEST_CLOB" 
   }, 
   "lob-settings": { 
    "mode": "limited", 
    "bulk-max-size": "16" 
   } 
  } 
 ]
}

たとえ AWS DMS タスクが FullLobMode : true で作成されても、テーブルごとの LOB 設定で AWS 
DMS はこの特定テーブルの LOB データを 16,000 に切り捨てるようになります。タスクログを確認し
て、これを確認できます。

721331968: 2018-09-11T19:48:46:979532 [SOURCE_UNLOAD] W: The value of column 'C' in table
'HR.TEST_CLOB' was truncated to length 16384

インライン LOB 設定
AWS DMS タスクを作成するときは、LOB モードにより、LOB の処理方法が決まります。

フル LOB モードと限定 LOB モードでは、それぞれ独自の利点とデメリットがあります。インライン LOB 
モードは、フル LOB モードと制限付き LOB モードの両方の利点を組み合わせたものです。

小さい LOB と大きい LOB を両方ともレプリケーションの必要があり、ほとんどの LOB が小さい場合
は、インライン LOB モードを使用できます。このオプションを選択すると、フルロード中に AWS DMS 
タスクは小さな LOB をインラインで転送するため、効率が向上します。AWS DMS タスクは、ソース 
テーブルからルックアップを実行して、大きな LOB を転送します。

変更処理中に、ソーステーブルからルックアップを実行して、小規模と大規模 LOB ともレプリケーション
されます。

インライン LOB モードを使用する場合、AWS DMS タスクは、すべての LOB サイズをチェックして、イ
ンラインで転送するサイズを決定します。指定されたサイズよりも大きい LOB は、フル LOB モードを使
用してレプリケーションされます。従って、ほとんどの LOB が指定された設定よりも大きいことがわかっ
ている場合は、このオプションを使用しない方がよいでしょう。代わりに、無制限の LOB サイズを許可し
ます。

このオプションは、FullLobMode が true に設定されているときのみ利用可能なタスク設定の属性
InlineLobMaxSize を使用して構成します。InlineLobMaxSizeのデフォルト値は 0 で、範囲は 1 KB 
～ 2 GBです。

たとえば、次の AWS DMS タスク設定を使用できます。ここで、設定 InlineLobMaxSize 値を 5 に設定
すると、5,000 以下のすべての LOB がインラインで転送されます。
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{ 
  "TargetMetadata": { 
  "TargetSchema": "", 
  "SupportLobs": true, 
  "FullLobMode": true, 
  "LobChunkSize": 64, 
  "LimitedSizeLobMode": false, 
  "LobMaxSize": 32, 
  "InlineLobMaxSize": 5, 
  "LoadMaxFileSize": 0, 
  "ParallelLoadThreads": 0, 
  "ParallelLoadBufferSize":0, 
  "BatchApplyEnabled": false, 
  "TaskRecoveryTableEnabled": false}, 
  . . .
}

大規模なテーブルを移行する場合のパフォーマンス
の向上

大規模なテーブルを移行するときにパフォーマンスを向上させる場合は、複数のタスクに移行を分割す
る。行フィルタリングを使用して複数のタスクへの移行を分割するには、キーまたはパーティションキー
を使用します。たとえば、1〜8,000,000 の整数プライマリキー ID がある場合、行フィルタリングを使用
して 8 つのタスクを作成し、それぞれ 100 万レコードを移行できます。

コンソールで行フィルタリングを適用するには:

1. AWS Management Console を開きます。
2. [タスク] を選択し、新しいタスクを作成します。
3. [Table mappings] (テープル マッピング) を選択し、[Selection rules] (選択ルール) を展開します。
4. [Add new selection rule] (新規選択ルールの追加) を選択します。以下または等しい、より大きい、等

しい、または 2 つの値の間の範囲条件のいずれかを使用して列フィルターを追加できるようになりま
した。列フィルタについての詳細は、「」を参照してください コンソールからテーブル選択および変
換を指定する (p. 534)。

日付で分割された大規模なパーティションテーブルがある場合は、日付に基づいてデータを移行できま
す。たとえば、月別にパーティション化されたテーブルがあり、現在の月のデータのみが更新されたとし
ます。この場合、静的な毎月のパーティションごとに全ロードタスクを作成し、現在更新されているパー
ティションに対して全ロード + CDC タスクを作成することができます。

テーブルに単一列の主キーまたは一意のインデックスがある場合は、範囲タイプのparallelAWS DMS ロー
ドを使用してタスクでテーブルをセグメント化し、データをparallel 行してロードできます。詳細について
は、「テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション (p. 565)」を参照してください。

継続的なレプリケーション
AWS DMS は、ソースとターゲットのデータベースを同期させたまま、データの継続的なレプリケーショ
ンを行います。これは、限られた量のデータ定義言語 (DDL) のみレプリケーションします。AWS DMS 
 は、インデックス、ユーザー、権限、ストアドプロシージャ、およびテーブルデータに直接関係しない他
のデータベースの変更などの項目を反映しません。

継続的レプリケーションの予定があれば、レプリケーション インスタンスで [Multi-AZ] (マルチ AZ) オプ
ションを有効にする必要があります。[Multi-AZ] (マルチ AZ) オプションは、レプリケーション インスタン
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スに対して高可用性とフェイルオーバーに対応しています。ただし、このオプションによって、パフォー
マンスに影響を及ぼす可能性があり、ターゲット システムに変更を適用するときにレプリケーションの速
度が低下する可能性があります。

ソース データベースまたはターゲット データベースをアップグレードする前に、これらのデータベースで
実行されている AWS DMS のタスクを停止することをお勧めします。アップグレードが完了したら、タス
クを再開します。

継続的レプリケーションでは、ソース データベース システムとAWS DMS レプリケーション インスタン
ス間のネットワーク帯域幅を特定することが重要です。継続的レプリケーション中にネットワークがボト
ルネックを引き起こさないようにしてください。

また、ソース データベース システムの 1 時間あたりの変更率とアーカイブログ生成率を特定することも
重要です。これにより、継続的レプリケーション中に発生する可能性のあるスループットを理解するのに
役立ちます。

ソースデータベースのロードを縮小する
AWS DMS は、ソースデータベースでいくつかのリソースを使用します。全ロードタスク中、AWS DMS 
では、並行処理される各テーブルに対してソーステーブルのテーブル全体のスキャンが実行されます。さ
らに、移行の一環として作成する各タスクは、CDC プロセスの一部としてソースに変更を問い合わせま
す。AWS DMS で、Oracle などの一部のソースの CDC を実行する場合は、データベースの変更ログに書
き込むデータ量を増やす必要がある場合があります。

ソースデータベースに過度に負荷が掛かっている場合は、移行のタスクの数または、タスクごとのテーブ
ルの数を減らすことができます。各タスクは独立してソースの変更を取得するため、タスクを統合するこ
とで変更キャプチャの作業負荷を減らすことができます。

ターゲットデータベースのボトルネックを減らす
移行中に、ターゲットデータベース上の書き込みリソースと競合するプロセスをすべて削除してくださ
い。

• 不要なトリガーをオフにします。
• 初期ロード時にセカンダリ インデックスをオフにし、継続的レプリケーション中に後でオンに戻しま

す。
• Amazon RDS データベースでは、カットオーバーまでバックアップとマルチ AZ をオフにすることをお

勧めします。
• 非 RDS システムに移行する場合、カットオーバーまでターゲット上のロギングをオフにすることをお

勧めします。

移行中にデータ検証を使用する
データがソースからターゲットに正確に移行されたことを確認するため、データ検証が推奨されます。タ
スクの検証を有効にすると、AWS DMS は、テーブルに対して全ロードが実行された後で、ソースデータ
とターゲットデータの比較をすぐに開始します。

データ検証は、AWS DMS がソースとターゲットのエンドポイントでサポートしている次のデータベース
で動作します。

• Oracle
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• PostgreSQL
• MySQL
• MariaDB
• Microsoft SQL Server
• Amazon Aurora MySQL 互換エディション
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
• IBM Db2 LUW

詳細については、「AWS DMS データ検証 (p. 631)」を参照してください。

メトリクスを使用する AWS DMS タスクのモニタ
リング

AWS DMS コンソールを使用して、タスクのメトリクス モニタリング用にいくつかのオプションがありま
す:

ホスト メトリクス

ホストメトリックは、CloudWatch 特定のレプリケーションインスタンスごとにメトリクスタブで確
認できます。ここでは、レプリケーション インスタンスのサイズが適切かどうかを監視できます。

レプリケーションタスクのメトリクス

受信およびコミットされた変更を含むレプリケーションタスクのメトリクス、およびレプリケーショ
ンホストとソース/ターゲットデータベース間の遅延は、各タスクの [CloudWatch メトリック] タブに
あります。

テーブル メトリクス

個々のテーブル メトリクスは、[Table statistics] (テーブルの統計) タブで個々のタスクごとに表示さ
れます。これらのメトリクスには、次の数値が含まれます。
• 全ロード中にロードされた行。
• タスクの開始後に挿入、更新、削除を行います。
• タスク開始後の DDL オペレーション。

モニタリング メトリクスの詳細については、「AWS DMS タスクのモニタリング (p. 601)」をご参照く
ださい。

イベントと通知
AWS DMS は Amazon SNS を使用して、レプリケーション インスタンスが作成されたときや削除された
ときなど AWS DMS イベントが発生したとき通知を送信します。これらの通知は、AWS リージョンにつ
いて Amazon SNS でサポートされている任意の形式で操作できます。これには、電子メールメッセージ、
テキストメッセージ、または HTTP エンドポイントへの呼び出しが含まれます。

詳細については、「での Amazon SNS イベントと通知の処理AWS Database Migration 
Service (p. 623)」を参照してください。
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タスクログを使用して、移行の問題のトラブル
シューティングをする

場合によっては、AWS DMS で、タスクログでのみ表示可能な問題が発生することがあります。特に、
データ切り捨て問題または外部キー違反による行の拒否は、タスクログに書き込まれます。そのため、
データベースを移行するときは、タスクログを確認することが重要です。タスクログを表示できるよう
に、Amazon CloudWatch をタスク作成の一環として設定します。

詳細については、「Amazon を使用したレプリケーション」を参照してください CloudWatch。

Time Travel によるレプリケーションタスクのトラ
ブルシューティング

AWS DMS移行に関する問題のトラブルシューティングには、Time Travel を使用できます。タイムトラベ
ルの詳細については、「」を参照してくださいタイムトラベルタスク設定 (p. 496)。

Time Travel を使用するとき、以下の考慮事項に注意してください。

• DMS レプリケーションインスタンスのオーバーヘッドを回避するには、デバッグが必要なタスクに対し
てのみ Time Travel を有効にしてください。

• Time Travel を使用して数日間実行される可能性のあるレプリケーションタスクのトラブルシューティ
ングを行う場合は、レプリケーションインスタンスのメトリックにリソースのオーバーヘッドがな
いか監視してください。このアプローチは、ソースデータベースで長期間にわたって高いトランザク
ション負荷がかかる場合に特に当てはまります。詳細については、「AWS DMS タスクのモニタリン
グ (p. 601)」を参照してください。

• Time TravelEnableRawData タスク設定がに設定されている場合true、DMS レプリケーション中のタ
スクメモリ使用量は Time Travel がオンになっていない場合よりも多くなる可能性があります。タイム
トラベルを長時間オンにしている場合は、タスクを監視してください。

• 現在、タイムトラベルはタスクレベルでのみ有効にできます。すべてのテーブルへの変更はタイムト
ラベルログに記録されます。トランザクション量の多いデータベース内の特定のテーブルをトラブル
シューティングする場合は、別のタスクを作成してください。

Oracle ターゲットのユーザーおよびスキーマの変
更

Oracle をターゲットとして使用するとき、AWS DMS はターゲット　エンドポイントのユーザーが所有す
るスキーマにデータを移行します。

たとえば、PERFDATA という名前のスキーマを Oracle のターゲット　エンドポイントに移行するとして、
ターゲット　エンドポイントのユーザー名が MASTER だとします。AWS DMS は Oracle ターゲットを
MASTER として接続し、MASTER スキーマに PERFDATA からのデータベースオブジェクトを代入します。

この動作をオーバーライドするには、スキーマ変換を指定する必要があります。たとえば、PERFDATA ス
キーマ オブジェクトをターゲット エンドポイントの PERFDATA スキーマに移行する場合、次の変換を使
用できます。

{ 
    "rule-type": "transformation", 
    "rule-id": "2", 

122

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Monitoring.html#CHAP_Monitoring.CloudWatch


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
Oracle ターゲットでテーブルとイン

デックスのテーブル スペースを変更する

    "rule-name": "2", 
    "object-locator": { 
        "schema-name": "PERFDATA" 
    }, 
    "rule-target": "schema", 
    "rule-action": "rename", 
    "value": "PERFDATA"
}

変換の詳細については、「 JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する (p. 537)」をご参照く
ださい。

Oracle ターゲットでテーブルとインデックスの
テーブル スペースを変更する

Oracle をターゲットとして使用する場合、AWS DMS はすべてのテーブルとインデックスを、ターゲット
のデフォルトのテーブルとインデックステーブルスペースに移行します。たとえば、ソースが Oracle では
ないデータベースエンジンだとします。すべてのターゲットテーブルとインデックスは、同じデフォルト
のテーブルスペースに移行されます。

この動作をオーバーライドするには、該当するテーブルスペース変換を指定する必要があります。たと
えば、テーブルとインデックスをソースのスキーマから名付けられた Oracle ターゲットのテーブルとイ
ンデックスのテーブルスペースに移行するとします。この場合、次のような変換を使用できます。ここで
は、ソース スキーマは INVENTORY と名付けられ、ターゲットの該当するテーブルとインデックスのテー
ブル スペースはそれぞれ INVENTORYTBL および INVENTORYIDX と名付けられます。

{ 
   "rule-type": "transformation", 
   "rule-id": "3", 
   "rule-name": "3", 
   "rule-action": "rename", 
   "rule-target": "table-tablespace", 
   "object-locator": { 
      "schema-name": "INVENTORY", 
      "table-name": "%", 
      "table-tablespace-name": "%" 
   }, 
   "value": "INVENTORYTBL"
},
{ 
   "rule-type": "transformation", 
   "rule-id": "4 
   "rule-name": "4", 
   "rule-action": "rename", 
   "rule-target": "index-tablespace", 
   "object-locator": { 
      "schema-name": "INVENTORY", 
      "table-name": "%", 
      "index-tablespace-name": "%" 
   }, 
   "value": "INVENTORYIDX"
}

変換の詳細については、「 JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する (p. 537)」をご参照く
ださい。

Oracle がソースとターゲットの両方である場合、Oracle ソースの追加の接続属性
enableHomogenousTablespace=true を設定することで、既存のテーブルまたはインデックステーブ
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ルスペースの割り当てを保持できます。詳細については、「Oracle をソースとして使用する場合のエンド
ポイント設定AWS DMS (p. 193)」を参照してください。

レプリケーション インスタンスバージョンのアッ
プグレード

AWS では、新機能とパフォーマンスの強化を含め、定期的に新しいバージョンの AWS DMS レプリケー
ション エンジン ソフトウェアをリリースしています。レプリケーション エンジン ソフトウェアの各バー
ジョンには、他のバージョンと区別するための独自のバージョン番号があります。レプリケーション イン
スタンスを新しいバージョンにアップグレードする前に、AWS DMS の本番作業ロードを実行しているレ
プリケーションインスタンスの既存バージョンを必ずテストします。利用可能なバージョン アップグレー
ドの詳細は、「AWS DMS リリースノート (p. 774)」をご参照ください。

移行コストについて
AWS Database Migration Service で、AWS にデータベースを簡単かつ安全にローコストで移行できま
す。レプリケーション インスタンスと追加のログストレージに対してのみ料金が発生します。各データ
ベース移行インスタンスには、ほとんどのレプリケーションでスワップ領域、レプリケーション ログ、お
よびデータキャッシュに十分なストレージが含まれており、インバウンドデータ転送は無料です。

初期ロード時またはピークロード時にさらに多くのリソースが必要になる場合があります。クラウド 
ウォッチ メトリクスを使用して、レプリケーション インスタンスのリソース使用率を綿密に監視できま
す。その後、使用状況に基づいてレプリケーション インスタンスのサイズをスケールアップおよびスケー
ルダウンできます。

移行コストの見積りの詳細については、以下をご参照ください。

• AWS Database Migration Service 料金表
• AWS 料金計算機
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AWS DMS レプリケーション インス
タンスを使用する

AWS DMS レプリケーション インスタンスを作成するとき、AWS DMS は、Amazon VPC サービスに基
づく Virtual Private Cloud (VPC) の Amazon EC2 インスタンスに作成します。このレプリケーション イ
ンスタンスを使用して、データベース移行を実行します。[Multi-AZ] (マルチ AZ) オプションを選択した場
合、レプリケーション インスタンスはマルチ AZ 配置を使用して高可用性およびフェイルオーバー サポー
トを提供します。

マルチ AZ 配置では、AWS DMS によって異なるアベイラビリティーゾーンにレプリケーション インスタ
ンスの同期スタンバイレプリカが自動的にプロビジョニングされて維持されます。プライマリレプリケー
ション インスタンスは、同期的にアベイラビリティーゾーン間でスタンバイレプリカにレプリケートさ
れます。このアプローチでは、データの冗長性が確保されて I/O のフリーズは排除されるため、レイテン
シーのスパイクは最小限に抑えられます。

AWS DMS はレプリケーション インスタンスを使用してソースデータストアに接続し、ソースデータを読
み取り、ターゲットデータストアが使用できるようにデータをフォーマットします。レプリケーション イ
ンスタンスもターゲットデータストアにデータをロードします。この処理のほとんどはメモリ内で行われ
ます。ただし、大きいトランザクションではディスクでのバッファリングが必要になることがあります。
キャッシュされたトランザクションとログファイルもディスクに書き込まれます。

AWS DMS レプリケーション インスタンスは次の AWS リージョンで作成できます。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 dms.us-east-2.amazonaws.com

dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 dms.us-east-1.amazonaws.com

dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 dms.us-west-1.amazonaws.com

dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 dms.us-west-2.amazonaws.com

dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 dms.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 dms.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 dms.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

dms.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

dms.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 dms.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

dms.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

dms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

dms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

dms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

dms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

dms.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

dms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 dms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 dms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 dms.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 dms.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 dms.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 dms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

dms.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

dms.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

dms.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 dms.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

dms.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

dms.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS DMS では、AWS GovCloud (US) という AWS リージョンがサポートされています。このリージョン
は、米国政府機関および関係者のために、より機密性の高いワークロードをクラウドに移すことを目的に
設けられています。AWS GovCloud (US) は、米国政府の特定の規制とコンプライアンス要件に準拠してい
ます。詳細についてはAWS GovCloud (US)、「AWS GovCloud (US) とは?」を参照してください。

以下で、レプリケーション インスタンスの詳細についてご参照ください。

トピック
• 移行に適した AWS DMS レプリケーション インスタンスを選択する (p. 128)
• レプリケーションインスタンス用に最適なサイズを選択する (p. 132)
• レプリケーションエンジンバージョンの操作 (p. 134)
• パブリックおよびプライベートレプリケーション インスタンス (p. 136)
• IP アドレスとネットワークタイプ (p. 136)
• レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアップ (p. 137)
• レプリケーション インスタンスのための暗号化キーの設定 (p. 145)
• レプリケーション インスタンスの作成 (p. 145)
• レプリケーション インスタンスの変更 (p. 149)
• レプリケーション インスタンスを再起動する (p. 152)
• レプリケーション インスタンスを削除する (p. 154)
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• AWS DMS メンテナンス ウィンドウの操作 (p. 155)

移行に適した AWS DMS レプリケーション インス
タンスを選択する

AWS DMSはレプリケーションインスタンスをAmazon EC2 インスタンスに作成します。 AWS DMS現
在、はレプリケーションインスタンス向けに、T2、T4、C5、C6i、R4、R5 および R6i Amazon EC2 イン
スタンスクラスに対応しています。

• T2 インスタンスはベースラインを超えるとバーストする機能を備えたベースラインレベルの CPU パ
フォーマンスを提供するバースト可能なパフォーマンスインスタンスです。ベースラインパフォーマン
スとバースト機能は、CPU クレジットにより管理されます。T2 インスタンスはインスタンスのサイズ
に応じて、設定レートで CPU クレジットを継続的に受け取ります。これらのインスタンスはアイドル
状態では CPU クレジットを蓄積し、アクティブなときは CPU クレジットを消費します。

T2 インスタンスはさまざまな汎用ワークロードに適しています。たとえば、マイクロサービス、低レイ
テンシーのインタラクティブなアプリケーション、小中規模のデータベース、仮想化デスクトップ、開
発、ビルド、ステージ環境、コードリポジトリ、製品プロトタイプなどがあります。

• T3 インスタンスは次世代バースト可能汎用インスタンスタイプです。このインスタンスタイプはいつで
も必要な時間だけ CPU 使用率をバーストさせる機能を備えベースラインレベルの CPU パフォーマンス
を提供します。T3 インスタンスはコンピューティング、メモリ、ネットワークリソースを提供し、一時
的な使用スパイクが発生する CPU 使用率の中程度のアプリケーション向けに設計されています。T3 イ
ンスタンスはワークロードがベースラインしきい値を下回って動作している場合、CPU クレジットを累
積します。獲得した CPU クレジットはフル CPU コアパフォーマンスで必要に応じて 1 分間バーストさ
せる機会を T3 インスタンスに提供します。

T3 インスタンスは必要に応じて unlimited モードでいつでもバーストできます。unlimited モード
の詳細については、「バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited モードでの作業 (p. 132)」を
ご参照ください。

• C4 インスタンスはコンピューティング集約型ワークロードに最適化されており、コンピューティング
比あたり低価格で非常にコスト効率の高いパフォーマンスを実現します。毎秒パケット (PPS) パフォー
マンスが非常に高く、ネットワークジッターが低く、ネットワーク レイテンシーが低くなります。ま
た、AWS DMS は特に Oracle から PostgreSQL への移行など、異機種間の移行やレプリケーションを実
行する場合に、CPU を大量に消費することもあります。C4 インスタンスは、このような状況に適して
います。

• C5 インスタンスはアドバンスト コンピューティング集約型ワークロードを実行するためにコンピュー
ティング比あたりの低コストでコスト効率の高いパフォーマンスを実現する次世代インスタンスタイ
プです。これには、ハイパフォーマンスウェブサーバー、ハイパフォーマンスコンピューティング 
(HPC)、バッチ処理、広告配信、高スケーラビリティのあるマルチプレイヤー ゲーム、ビデオ エンコー
ディングなどのワークロードが含まれます。その他のワークロード C5 インスタンスは科学的モデリン
グ、分散分析、マシンおよび深層学習の推論などに適しています。C5 インスタンスは Intel および AMD 
のプロセッサーの選択で利用できます。

• C6i インスタンスは、さまざまなワークロードに対応する同等の Gen5 インスタンスに比べて、コン
ピューティングコストパフォーマンスが最大 15% 高く、メモリを常時暗号化します。C6i インスタンス
はバッチ処理、分散分析、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、広告配信、高スケーラビリ
ティのあるマルチプレイヤーゲーム、ビデオエンコーディングなど、コンピューティングを大量に消費
するワークロードに最適です。

• R4 インスタンスはメモリ負荷の大きいワークロード用に最適化されたメモリです。AWS DMS を使用す
る高スループット トランザクション システムの継続的な移行やレプリケーションは大量の CPU やメモ
リ消費につながることがあります。R4 インスタンスは旧世代のインスタンスタイプよりも多くの vCPU 
あたりのメモリが含まれます。

• R5 インスタンスは次世代のメモリ最適化 Amazon EC2 インスタンスタイプです。R5 インスタンスは
ハイパフォーマンス データベース、ウェブ スケール分散インメモリキャッシュ、中規模のインメモリ
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データベース、リアルタイム ビッグデータ分析、その他のエンタープライズアプリケーションなど、メ
モリを大量に消費するアプリケーションに最適です。AWS DMS を使用する高スループット トランザク
ション システムの継続的な移行やレプリケーションは大量の CPU やメモリ消費につながることがあり
ます。

• R6i インスタンスは、さまざまなワークロードに対応する同等の Gen5 インスタンスに比べて、コン
ピューティングコストパフォーマンスが最大 15% 高く、メモリを常時暗号化します。R6i インスタンス
は SAP 認定を受けており、SQL データベースや NoSQL データベース、ウェブスケール分散インメモ
リキャッシュ Memcached や Redis などのウェブスケール分散インメモリキャッシュ、SAP HANA など
のインメモリデータベース、Hadoop や Spark クラスタなどのリアルタイムビッグデータ分析に最適で
す。

レプリケーション インスタンスごとに、メモリと vCPU の固有の設定があります。次の表は、各レプリ
ケーション インスタンスタイプの設定を示しています。料金の詳細については「AWS Database Migration 
Service 料金表のページ」をご参照ください。

汎用レプリケーションインスタンスタイプ

タイプ vCPU メモリ (GiB)

dms.t2.micro 1 1

dms.t2.small 1 2

dms.t2.medium 2 4

dms.t2.large 2 8

dms.t3.micro 2 1

dms.t3.small 2 2

dms.t3.medium 2 4

dms.t3.large 2 8

コンピューティング最適化レプリケーションインスタンスタイプ

タイプ vCPU メモリ (GiB)

dms.c4.large 2 3.75

dms.c4.xlarge 4 7.5

dms.c4.2xlarge 8 15

dms.c4.4xlarge 16 30

dms.c5.large 2 4

dms.c5.xlarge 4 8

dms.c5.2xlarge 8 16

dms.c5.4xlarge 16 32

dms.c5.9xlarge 36 72

dms.c5.12xlarge 48 96
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タイプ vCPU メモリ (GiB)

dms.c5.18xlarge 72 144

dms.c5.24xlarge 96 192

dms.c6 i.large 2 4

dms.c6i.xlarge 4 8

dms.c6i.2XLarge 8 16

dms.c6i.4XLarge 16 32

dms.c6i.8XLarge 32 64

DMS.C6. 12Xラージ 48 96

DMS.C6. 16Xラージ 64 128

DMS.C6. 24XLarge 96 192

dms.c6i.32XLarge 128 256

メモリ最適化レプリケーションインスタンスタイプ

タイプ vCPU メモリ (GiB)

dms.r4.large 2 15.25

dms.r4.xlarge 4 30.5

dms.r4.2xlarge 8 61

dms.r4.4xlarge 16 122

dms.r4.8xlarge 32 244

dms.r5.large 2 16

dms.r5.xlarge 4 32

dms.r5.2xlarge 8 64

dms.r5.4xlarge 16 128

dms.r5.8xlarge 32 256

dms.r5.12xlarge 48 384

dms.r5.16xlarge 64 512

dms.r5.24xlarge 96 768

dms.r6. ラージ 2 16

dms.r6i.xlarge 4 32

dms.r6i.2XLarge 8 64

DMS.R6I.4Xラージ 16 128
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タイプ vCPU メモリ (GiB)

DMS.R6I.8Xラージ 32 256

DMS.R6. 12Xラージ 48 384

DMS.R6. 16Xラージ 64 512

DMS.R6I. 24XLarge 96 768

DMS.R6I.32Xラージ 128 1024

上記の表には、AWS DMSすべてのレプリケーションインスタンスタイプが記載されていますが、リー
ジョンで利用できるタイプは異なる場合があります。お住まいの地域で使用可能なレプリケーションイン
スタンスタイプを確認するには、AWS CLI次のコマンドを実行します。

aws dms describe-orderable-replication-instances --region your_region_name

トピック
• 使用するインスタンスクラスの決定 (p. 131)
• バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited モードでの作業 (p. 132)

使用するインスタンスクラスの決定
移行に最適なレプリケーション インスタンスクラスを判断しやすいように、AWS DMS で使用する変更
データ キャプチャ (CDC) プロセスについてご説明します。

全ロード + CDC タスク (一括ロードと継続的なレプリケーション) を実行していると想定します。この場
合、タスクにはメタデータやその他の情報を格納する独自の SQLite リポジトリがあります。AWS DMS 
で全ロードを開始する前に、次のステップを実行します：

• AWS DMS は、ソースエ ンジンのトランザクションログから移行するテーブルの変更 (キャッシュされ
た変更と呼ばれる) のキャプチャを開始します。全ロードが完了すると、これらのキャッシュされた変
更が収集され、ターゲットに適用されます。キャッシュされた変更のボリュームに応じて、これらの変
更は、メモリから直接適用できます。ここで、これらの変更から設定しきい値まで収集されます。また
は、ディスクから適用して、変更がメモリに保持できないときに書き込まれるようにすることもできま
す。

• キャッシュされた変更が適用されると、AWS DMS はデフォルトでターゲットインスタンスに対してト
ランザクション適用を開始します。

適用済みのキャッシュされた変更フェーズと実行中レプリケーション フェーズで、AWS DMS は、受信
データと送信データ用に 2 つのストリームバッファを使用します。AWS DMS はまた別のメモリバッファ
である選別機と呼ばれる重要なコンポーネントを使用します。ソーターコンポーネントの 2 つの重要な用
途 (他のコンポーネントを含む) は次のとおりです。

• すべてのトランザクションを追跡し、関連するトランザクションのみを送信バッファに転送します。
• これにより、トランザクションはソース上と同じコミットの順番で転送されます。

見てわかるように、このアーキテクチャには、AWS DMS の CDC 用の 3 つの重要なメモリバッファがあ
ります。これらのバッファのいずれでメモリ負荷が生じた場合、移行でパフォーマンス上の問題が発生
し、障害が起きる可能性があります。

1 秒あたりトランザクション数 (TPS) が多い高負荷のワークロードをこのアーキテクチャに接続する
と、R5 および R6i インスタンスの追加メモリが役立つことがわかります。R5 および R6i インスタンス
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を使用すると、多数のトランザクションをメモリに保持し、継続的なレプリケーション中のメモリプレッ
シャーの問題を回避できます。

バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited 
モードでの作業
T3 インスタンスなどの unlimited として設定したバーストパフォーマンスインスタンスは、必要に応じ
た期間にわたり、高い CPU 使用率を保持できます。時間あたりインスタンス料金は、すべての CPU 使用
率のスパイクを自動的にカバーできます。24 時間移動ベースでまたはインスタンスの存続期間のいずれか
短い方の時間で、インスタンスの平均 CPU 使用率がベースライン以下になった場合、インスタンス料金
は自動的にすべての CPU 使用率スパイクをカバーします。

汎用のワークロードではほとんどの場合、unlimited として設定されたインスタンスは追加料金なし
で十分なパフォーマンスを提供します。長時間にわたって高い CPU 使用率でインスタンスを実行する場
合には、vCPU 時間ごとに均一追加料金が発生します。T3 インスタンスの料金について詳しくは、AWS 
Database Migration Service の「T3 CPU クレジット」をご参照ください。

T3 インスタンス用 unlimited モードの詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガ
イド の「バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited モード」をご参照ください。

Important

AWS無料利用枠提供の下でdms.t3.microインスタンスをunlimitedモードで使うと、料金が
適用される場合があります。特に、24 時間横揺れ周期における平均使用率が、そのインスタンス
のベースライン使用率を超過すると料金が発生することがあります。詳細については、Amazon 
EC2 Linux インスタンス用 ユーザーガイド の「ベースライン使用率」をご参照ください。
T3 インスタンスは、デフォルトで unlimited として起動します。24 時間の平均 CPU 使用率
がベースラインを超えた場合は、余剰クレジットに対して課金されます。場合によっては、T3 
スポットインスタンスは unlimited のように起動することがあり、すぐに短時間使用する予定
もあると思います。CPU クレジットが発生するアイドル時間なしで実行すると、余剰クレジッ
トの料金が発生します。コストの増加を抑えるには、T3 スポットインスタンス を標準モードで
起動することをお勧めします。詳細については、余剰クレジットにより料金が発生することがあ
る、T3 スポットインスタンス、バーストパフォーマンスインスタンスのスタンダードモードの
「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」をご参照ください。

レプリケーションインスタンス用に最適なサイズを
選択する

適切なレプリケーション インスタンスの選択は、ユースケースのいくつかの要因によって異なります。レ
プリケーション インスタンスリソースの使用方法を理解しやすいように、次の説明をご参照ください。全
ロードと CDC タスクの一般的なシナリオを説明します。

全ロードタスク中、AWS DMS はテーブルを個別にロードします。デフォルトでは、一度に 8 つのテーブ
ルがロードされます。AWS DMS では完全ロードタスク中に継続的な変更がキャプチャされるため、この
変更を後でターゲットエンドポイントに適用することができます。変更はメモリにキャッシュされます。
使用可能なメモリがなくなると、変更はディスクにキャッシュされます。テーブルの全ロードタスクが完
了すると、AWS DMS はキャッシュされた変更をただちにターゲットテーブルに適用します。

テーブルのキャッシュされた変更がすべて適用されると、ターゲットエンドポイントはトランザクショ
ン上一貫性のある状態になります。この時点で、ターゲットは、最後にキャッシュされた変更に関して、
ソースエンドポイントと同期しています。次に AWS DMS はソースとターゲット間の継続的なレプリケー
ションを開始します。そのために、AWS DMS ではソーストランザクション ログからの変更オペレーショ
ンを行い、トランザクションの一貫性のある方法でターゲットに適用します。(このプロセスでは、バッチ
最適化適用が選択されていないことが前提です)。AWS DMSは、可能な場合、レプリケーション インスタ
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ンスのメモリから継続的な変更をストリーミングします。それ以外の場合、AWS DMS は、ターゲットに
適用できるようになるまで変更をレプリケーション インスタンスのディスクに書き込みます。

レプリケーション インスタンスが変更処理をどのように処理するか、およびそのプロセスでメモリがど
のように使用されるかについて、何らかの制御があります。変更処理のチューニング方法の詳細について
は、「変更処理のチューニング設定 (p. 507)」をご参照ください。

考慮すべき要素
メモリとディスク容量は、ユースケースに適したレプリケーションインスタンスを選択する際の重要な要
素です。以下では、レプリケーションインスタンスを選択するために分析すべきユースケースの特性につ
いて説明します。

• Database MIDAとテーブルのサイズ

データ量は、全負荷パフォーマンスを最適化するためのタスク構成を決定するのに役立ちます。たとえ
ば、1 TB のスキーマが 2 つある場合、テーブルを 500 GB の 4 つのタスクに分割し、それらをparallel 
実行できます。可能な並列処理は、レプリケーションインスタンスで使用可能な CPU リソースによっ
て異なります。そのため、データベースとテーブルのサイズを理解して、フルロードのパフォーマンス
を最適化するとよいでしょう。実行できるタスクの数を決定するのに役立ちます。

• 大容量オブジェクト

移行範囲に存在するデータタイプは、パフォーマンスに影響する可能性があります。特に、ラージオ
ブジェクト (LOB) はパフォーマンスとメモリ消費に影響を与えます。LOB 値を移行するには、2AWS 
DMS 段階のプロセスを実行します。まず、LOBAWS DMS 値なしで行をターゲットに挿入します。次
に、行を LOBAWS DMS 値で更新します。これはメモリに影響を与えるため、ソース内の LOB 列を特
定し、そのサイズを分析することが重要です。

• ロード頻度とトランザクションサイズ

読み込み頻度と 1 秒あたりトランザクション数 (TPS) は、メモリ使用量に影響します。TPS またはデー
タ操作言語 (DML) アクティビティの数が多いと、メモリの使用率が高くなります。これは、DMS が
ターゲットに適用されるまで変更をキャッシュするためです。CDC の実行中は、スワップ (メモリオー
バーフローによる物理ディスクへの書き込み) が発生し、遅延が発生します。

• テーブルキーと参照整合性

テーブルのキーに関する情報によって、データの移行に使用する CDC モード (バッチ適用またはトラ
ンザクション適用) が決まります。一般に、トランザクション適用はバッチ適用よりも時間がかかりま
す。トランザクションの実行時間が長い場合は、移行しなければならない変更が多数ある可能性があり
ます。トランザクション適用を使用する場合、バッチ適用と比較して、AWS DMS変更を保存するため
により多くのメモリが必要になる場合があります。プライマリキーなしでテーブルを移行すると、バッ
チ適用は失敗し、DMS タスクはトランザクション適用モードに移行します。CDC の実行中にテーブル
間で参照整合性が有効になっている場合、AWS DMSデフォルトでトランザクション適用が使用されま
す。トランザクション適用と比較したバッチ適用の詳細については、「DMSバッチ適用機能を使用して
CDCレプリケーションのパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいですか？」を参照してくださ
い。 。

これらのメトリックを使用して、レプリケーションインスタンスをコンピューティング最適化またはメモ
リ最適化する必要があるかどうかを判断します。

一般的な問題
移行中にレプリケーションインスタンスでリソースの競合を引き起こす次の一般的な問題に直面する可能
性があります。レプリケーション・インスタンスのメトリックについては、を参照してくださいレプリ
ケーションインスタンスのメトリクス (p. 608)。
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• レプリケーションインスタンスのメモリが不足すると、データがディスクに書き込まれます。ディスク
から読み込むとレイテンシーが発生する可能性がありますが、レプリケーションインスタンスのサイズ
を十分なメモリで設定することで回避できます。

• レプリケーションインスタンスに割り当てられるディスクサイズは、必要以上に小さくてもかまいませ
ん。ディスクサイズは、メモリ内のデータがこぼれるときに使用されます。また、タスクログの保存に
も使用されます。最大IOPSもそれに依存します。

• 複数のタスクや並列処理の高いタスクを実行すると、レプリケーションインスタンスの CPU 消費量に
影響します。これにより、タスクの処理が遅くなり、待ち時間が発生します。

ベストプラクティス
レプリケーションインスタンスのサイズを設定する際には、次の 2 つの最も一般的なベストプラク
ティスを検討してください。詳細については、「AWS Database Migration Service のベストプラクティ
ス (p. 109)」を参照してください。

1. ワークロードのサイズを決めて、それがコンピュータを大量に消費するのか、メモリを大量に消費する
のかを把握してください。これに基づいて、レプリケーションインスタンスのクラスとサイズを決定で
きます。
• AWS DMSメモリ内の LOB を処理します。この操作にはかなりの量のメモリが必要です。
• タスクの数とスレッド数は CPU 消費量に影響します。MaxFullLoadSubTasks全負荷運転中は8つ

以上使用しないでください。
2. 全負荷時にワークロードが高い場合は、レプリケーションインスタンスに割り当てられるディスク容量

を増やしてください。これにより、レプリケーションインスタンスは割り当てられた最大IOPSを使用で
きます。

前述のガイドラインは、考えられるすべてのシナリオを網羅しているわけではありません。レプリケー
ションインスタンスのサイズを決定する際に、特定のユースケースの詳細を検討することが重要です。

前述のテストでは、CPU とメモリはワークロードによって異なることが示されています。特に、LOB は
メモリに影響し、タスク数や並列処理は CPU に影響します。移行が実行されたら、レプリケーションイ
ンスタンスの CPU、空きメモリ、空きストレージ、および IOPS を監視します。収集したデータに基づい
て、必要に応じてレプリケーション インスタンスのサイズを増減することができます。

レプリケーションエンジンバージョンの操作
-レプリケーション エンジンはコアAWS DMSソフトウェアであり、レプリケーション インスタンス上で
実行され、指定する移行タスクを実行します。AWSは新機能とパフォーマンスの強化を含む新バージョ
ンのAWS DMSレプリケーション エンジンを定期的にリリースします。レプリケーションエンジンソフト
ウェアの各バージョンには、他のバージョンと区別するための独自のバージョン番号があります。

新しいレプリケーション インスタンスを作成する際、特に指定がない場合は、最新の AWS DMS エンジ
ンバージョンが実行されます。詳細については、「AWS DMS レプリケーション インスタンスを使用す
る (p. 125)」を参照してください。

現在実行しているレプリケーション インスタンスがある場合は、最新のエンジンバージョンにアップグ
レードできます (AWS DMS ではエンジンバージョンのダウングレードはサポートされていません)。レプ
リケーションエンジンのバージョンの詳細については、「AWS DMS リリースノート (p. 774)」をご参照
ください。
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コンソールを使用したエンジンバージョンのアップグ
レード
AWS DMS を使用して AWS Management Console レプリケーション インスタンスをアップグレードでき
ます。

コンソールを使用してレプリケーション インスタンスをアップグレードするには

1. AWS DMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/dms/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。
3. レプリケーションエンジンを選択し、[Modify] (変更) を選択します。
4. [エンジンバージョン] で、目的のバージョン番号を選択し、[変更] を選択します。

Note

レプリケーション インスタンスをアップグレードする前に、すべてのタスクを停止することをお
勧めします。タスクを停止しない場合、AWS DMSアップグレード前にタスクが自動的に停止し
ます。タスクを手動で停止した場合は、アップグレードの完了後にタスクを手動で開始する必要
があります。レプリケーション インスタンスタイプのアップグレードには数分間かかります。イ
ンスタンスが使用可能になると、ステータスは available に変わります。

AWS CLI を使用したエンジン バージョンのアップグ
レード
次のように AWS DMS を使用して AWS CLI レプリケーション インスタンスをアップグレードできます。

AWS CLI を使用してレプリケーション インスタンスをアップグレードするには

1. 次のコマンドを使用して、レプリケーション インスタンスの Amazon リソースネーム (ARN) を確認
します。

aws dms describe-replication-instances \
--query "ReplicationInstances[*].
[ReplicationInstanceIdentifier,ReplicationInstanceArn,ReplicationInstanceClass]"

出力で、アップグレードするレプリケーション インスタンスの ARN を書き留めます。たとえ
ば、arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:6EFQQO6U6EDPRCPKLNPL2SCEEY などで
す。

2. 次のコマンドを使用して、使用可能なレプリケーション インスタンスバージョンを調べます。

aws dms describe-orderable-replication-instances \
--query "OrderableReplicationInstances[*].[ReplicationInstanceClass,EngineVersion]"

出力で、エンジンバージョン番号またはレプリケーション インスタンスクラスに使用できる番号を書
き留めます。この情報はステップ 1 の出力に表示されます。

3. 次のコマンドを使ってレプリケーション インスタンスをアップグレードします。

aws dms modify-replication-instance \
--replication-instance-arn arn \
--engine-version n.n.n
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前述の arn を、前のステップで書き留めた実際のレプリケーション インスタンス ARN に置き換えま
す。

n.n.n を、たとえば、3.4.5 など目的のエンジンバージョン番号に置き換えます。

Note

レプリケーション インスタンスタイプのアップグレードには数分間かかります。次のコマンドを
使用して、レプリケーション インスタンスのステータスを表示できます。

aws dms describe-replication-instances \
--query "ReplicationInstances[*].
[ReplicationInstanceIdentifier,ReplicationInstanceStatus]"

レプリケーション インスタンスが使用可能になると、ステータスは available に変わります。

パブリックおよびプライベートレプリケーション 
インスタンス

レプリケーションインスタンスに、ソースデータベースとターゲットデータベースへの接続に使用するパ
ブリック IP アドレスとプライベート IP アドレスのどちらを使用するかを指定できます。

プライベート レプリケーション インスタンスには、レプリケーション ネットワーク外からアクセスで
きないるプライベート IP アドレスがあります。ソースとターゲットのデータベースの両方が、レプリ
ケーションインスタンスの仮想プライベートクラウド (VPC) に接続されている同じネットワーク内にあ
るとき、レプリケーションインスタンスを使用します。ネットワークは、仮想プライベートネットワーク 
(VPN)、AWS Direct Connectまたは VPC ピア接続を使用して VPC に接続できます。

VPC ピアリング接続は、2 つの VPC 間のネットワーク接続です。これにより、各 VPC のプライベート IP 
アドレスを使用して同じネットワーク上にあるかのようにルーティングできます。VPC ピアリングの詳細
については、Amazon VPC ユーザーガイド の「VPC ピアリング」をご参照ください。

パブリックレプリケーションインスタンスはレプリケーションインスタンスの VPC セキュリティグルー
プ、レプリケーションインスタンスのパブリック IP アドレスまたは NAT ゲートウェイのパブリック IP 
アドレスまたは NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスを使用することができます。これらの接続に
よって、データ移行に使用するネットワークが形成されます。

IP アドレスとネットワークタイプ
AWS DMSレプリケーションインスタンスは常に Amazon Virtual Private Cloud (VPC) に作成します。VPC 
を作成するときに、使用する IP アドレスを IPv4 または IPv6、あるいはその両方で決定できます。次に、
レプリケーションインスタンスを作成または変更するときに、デュアルスタックモードを使用して IPv4 ア
ドレスプロトコルまたは IPv6 アドレスプロトコルの使用を指定できます。

IPv4 アドレス

VPC を作成するときに、その VPC に対して、IPv4 アドレスの範囲を CIDR (CIDR) ブロックの形式で指定
できます (例:10.0./16)。サブネットグループは、この CIDR ブロックの IP アドレスの範囲を定義します。
これらの IP アドレスはプライベートまたはパブリックです。

プライベート IPv4 アドレスは、インターネットから到達できない IP アドレスです。レプリケーション
インスタンスと Amazon EC2 インスタンスなど、同じ VPC 内の他のリソース間で通信するには、プライ
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ベート IPv4 アドレスを使用できます。各レプリケーションインスタンスには、VPC 内の通信用のプライ
ベート IP アドレスがあります。

パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能な IPv4 アドレスです。レプリケーションイン
スタンスとインターネット上のリソース間で通信するには、パブリックアドレスを使用できます。レプリ
ケーションインスタンスがパブリック IP アドレスを割り当てられるかどうかを制御します。

デュアルスタックモードと IPv6 アドレス

IPv6 経由でレプリケーションインスタンスと通信する必要があるリソースがある場合は、デュアルスタッ
クモードを使用します。デュアルスタックモードを使用するには、レプリケーションインスタンスに関
連付けるサブネットグループ内の各サブネットに IPv6 CIDR ブロックが関連付けられていることを確認
してください。新しいレプリケーションサブネットグループを作成するか、既存のレプリケーションサブ
ネットグループを変更して、この要件を満たすことができます。各 IPv6 アドレスは、グローバルに一意で
す。VPC の IPv6 CIDR ブロックは、IPv6 アドレスのプールから自動的に割り当てられます。範囲を自分
で選択することはできません。

DMS は、プライベートデュアルスタックモードレプリケーションインスタンスの IPv6 エンドポイントに
ついてInternet Gateway アクセスを無効にします。IPv6 エンドポイントがプライベートであり、VPC 内か
らのみアクセスできるようにします。

AWS DMSコンソールを使用してレプリケーションインスタンスを作成または変更し、ネットワークタイ
プセクションでデュアルスタックモードを指定できます。次の画像は、コンソールの [Network type] (ネッ
トワークの種類) セクションを示しています。

リファレンス:

• IPv4 および IPv6 アドレスの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの IP アドレス指定を参照し
てください。

• デュアルスタックモードを使用してレプリケーションインスタンスを作成する方法の詳細については、
「」を参照してくださいレプリケーション インスタンスの作成 (p. 145)。

• レプリケーションインスタンスの変更の詳細については、「」を参照してください レプリケーション イ
ンスタンスの変更 (p. 149)。

レプリケーション インスタンスのためのネット
ワークのセットアップ

AWS DMS は、常に Amazon VPC に基づいて VPC にレプリケーション インスタンスを作成します。レ
プリケーション インスタンスがある VPC を指定します。アカウントと AWS リージョンにデフォルトの 
VPC を使用するか、新しい VPC を作成することができます。
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レプリケーション インスタンスの VPC に割り当てられた Elastic Network Interface がセキュリティグルー
プに関連付けられていることを確認します。また、このセキュリティグループのルールで、すべてのポー
トですべてのトラフィックが VPC から出る (egress) であることを確認します。このアプローチでは、
ソースおよびターゲットデータベースエンドポイントで適切な受信ルールが有効になっている限り、レプ
リケーションインスタンスからそれらのエンドポイントへの通信が許可されます。すべてのアドレスへの
送信をすべてのポートで許可するデフォルト設定をエンドポイントに使用することをお勧めします。

ソースおよびターゲットエンドポイントは、VPC に接続するか、VPC 内に配置されることにより、VPC 
内にあるレプリケーション インスタンスにアクセスします。データベースエンドポイントには、レプリ
ケーション インスタンスからの受信アクセスを許可するネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) 
およびセキュリティグループルール (該当する場合) を含める必要があります。この設定方法は使用する
ネットワーク構成によって異なります。レプリケーション インスタンスの VPC セキュリティグループ、
レプリケーション インスタンスのプライベートまたはパブリック IP アドレス、あるいは NAT ゲートウェ
イのパブリック IP アドレスを使用することができます。これらの接続によって、データ移行に使用する
ネットワークが形成されます。

Note

基盤となるインフラストラクチャの変更により IP アドレスが変更される可能性があるため、VPC 
CIDR 範囲を使用するか、NAT GW に関連付けられた 伸縮性 IP を介してレプリケーション 
インスタンスのアウトバウンド トラフィックをルーティングすることをお勧めします。CIDR 
ブロックを含む VPC の作成方法の詳細については、VPC とサブネットの使用の「Amazon 
Virtual Private Cloud ユーザーガイド」をご参照ください。Elastic IP アドレスの詳細について
は、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「Elastic IP アドレス」をご参照くださ
い。

データベース移行のネットワーク設定
AWS Database Migration Service では、数種類のネットワーク設定を使用できます。データベース移行に
使用されるネットワークの一般的な設定を以下に示します。

トピック
• すべてのデータベース移行コンポーネントが 1 つの VPC にある設定 (p. 138)
• 複数の VPC を使用する設定 (p. 139)
• AWS Direct Connect または VPN を使用した VPC へのネットワークの設定 (p. 140)
• インターネットを使用した VPC へのネットワークの設定 (p. 140)
• VPC 内にない RDS DB インスタンスで、を使用する VPC 内の DB インスタンスへの設定方法 

ClassicLink (p. 141)

実用的な場合は、DMS レプリケーションインスタンスをターゲットエンドポイントと同じリージョンリ
に、ターゲットエンドポイントと同じ VPC またはサブネットで作成することをお勧めします。

すべてのデータベース移行コンポーネントが 1 つの VPC にある
設定
ソースエンドポイント、レプリケーション インスタンス、ターゲットエンドポイントがすべて同じ VPC 
にある場合、データベース移行のネットワークが最もシンプルになります。この設定は、ソースとター
ゲットのエンドポイントが Amazon RDS DB インスタンスまたは Amazon EC2 インスタンスにある場合
に適しています。

次の図は、Amazon EC2 インスタンス上のデータベースがレプリケーション インスタンスに接続され、
データが Amazon RDS DB インスタンスに移行される設定を示しています。
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この設定で使用される VPC セキュリティグループは、レプリケーション インスタンスからの受信をデー
タベースポートで許可する必要があります。これにはいくつか方法があります。レプリケーション インス
タンスによって使用されるセキュリティグループにエンドポイントへの入力があることを確認できます。
または、VPC CIDR 範囲、NAT GW Elastic IP、またはレプリケーションインスタンスを使用している場合
はプライベート IP アドレスを許可することもできます。ただし、レプリケーションインスタンスのプライ
ベート IP アドレスを使用することはお勧めしません。レプリケーション IP アドレスが変更されるとレプ
リケーションが中断する可能性があるためです。

複数の VPC を使用する設定
ソース エンドポイントとターゲット エンドポイントが別の VPC にある場合、いずれかの VPC でレプリ
ケーション インスタンスを作成できます。これで、VPC ピアリングを使用して 2 つの VPC をリンクでき
ます。

VPC ピア接続は、同じネットワーク内にあるかのように各 VPC のプライベート IP アドレスを使用して
ルーティングできるようにする、2 つの VPC 間のネットワーキング接続です。VPC ピアリング接続は、
自分の VPC 間、別の AWS アカウントの VPC との間、または別の AWS リージョンの VPC との間に作成
できます。VPC ピアリングの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「VPC ピアリング」をご
参照ください。

次の図に、VPC ピア接続の設定例を示します。ここでは、VPC 内の Amazon EC2 インスタンスのソース
データベースが VPC ピア接続で VPC と接続されます。この VPC には、レプリケーション インスタンス
と Amazon RDS DB インスタンス上のターゲットデータベースが含まれています。

VPC ピアリングを実装するには、Amazon Virtual Private Cloud、VPC ピアリングのドキュメントにあ
る「VPC ピアリング接続の使用」の指示に従ってください。一方の VPC のルートテーブルに、もう
一方の VPC の CIDR ブロックが含まれていることを確認してください。たとえば、VPC A が送信先 
10.0.0.0.0/16 を使用しており、VPC B が送信先 172.2.31.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/16 を含
む必要があります。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud、VPC Peering ドキュメントの「VPC 
ピアリング接続のルートテーブルの更新」を参照してください。

この設定で使用される VPC セキュリティグループは、レプリケーションインスタンスからの受信をデータ
ベースポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポー
トポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポート
ポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポー
トポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポートポート
ポートポートポートポートポートポートポートポート
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AWS Direct Connect または VPN を使用した VPC へのネット
ワークの設定
リモートネットワークは、AWS Direct Connect やソフトウェアまたはハードウェア VPN 接続といった
いくつかのオプションを使用して VPC と接続できます。これらのオプションは、内部ネットワークを 
AWS クラウドに拡張することでモニタリング、認証、セキュリティ、データ、他のシステムなどの既存
のオンサイトサービスを統合するためによく使われます。このタイプのネットワーク拡張を使用すること
で、VPC などの AWS にホストされたリソースにシームレスに接続できます。

次の図は、ソースエンドポイントが企業データセンターにあるオンプレミスデータベースである設定を示
しています。このデータベースは AWS Direct Connect または VPN を使用することで、レプリケーション 
インスタンスと、Amazon RDS DB インスタンス上のターゲット データベースを含む VPC と接続されま
す。

この設定では、VPC セキュリティグループに VPC CIDR 範囲または特定の IP アドレスを宛先とするトラ
フィックをホストに送信するルーティングルールを含める必要があります。このホストは、VPC からのト
ラフィックをオンプレミスの VPN にブリッジできる必要があります。この場合、NAT ホストは独自のセ
キュリティグループ設定を含みます。これらの設定では、レプリケーションインスタンスの VPC CIDR 範
囲、プライベート IP アドレス、セキュリティグループから NAT インスタンスへのトラフィックを許可す
ることが必須です。ただし、レプリケーションインスタンスのプライベート IP アドレスを使用することは
お勧めしません。レプリケーション IP アドレスが変更されるとレプリケーションが中断する可能性がある
ためです。

インターネットを使用した VPC へのネットワークの設定
VPN または AWS Direct Connect を使用して AWS リソースに接続しない場合は、インターネットを使用
してデータベースを移行できます。この場合 Amazon EC2 インスタンスまたは Amazon RDS DB インス
タンスのいずれかに移行できます。この設定では、ターゲットポイントおよびレプリケーション インスタ
ンスを含むインターネットゲートウェイを持つ VPC 内にパブリックレプリケーション インスタンスが必
要です。

インターネットゲートウェイを VPC に追加するには、Amazon VPC User Guide の「インターネットゲー
トウェイのアタッチ」をご参照ください。

VPC ルートテーブルにデフォルトでは VPC に向かわないトラフィックをインターネットゲートウェイに
送信するルーティングルールが含まれている必要があります。この設定では、エンドポイントへの接続
が、プライベート IP アドレスではなくレプリケーション インスタンスのパブリック IP アドレスから行わ
れているかのように見えます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「VPCルートテーブル」
をご参照ください。
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VPC 内にない RDS DB インスタンスで、を使用する VPC 内の 
DB インスタンスへの設定方法 ClassicLink

2022 年 8 月 15 日に、EC2-Classic の提供を終了しｈます。EC2-Classic は、VPC への移行をお勧めし
ます。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2-Classic から VPC へ移行」およびブ
ログ記事「EC2-Classic ネットワーキングがリタイア — 準備方法」を参照してください。

プロキシサーバーを使用すると、VPC 内に存在しない Amazon RDS DB インスタンスを、VPC 内のレプ
リケーションサーバーおよび DB インスタンスに接続できます。 ClassicLink

ClassicLink を使用すると、EC2-Classic DBAWS インスタンスを同じリージョンにある自分のアカウント
の VPC にリンクできます。リンクを作成すると、ソース DB インスタンスはプライベート IP アドレスを
使用して VPC 内のレプリケーション インスタンスと通信できます。

VPC 内のレプリケーションインスタンスは、を使用して EC2-Classic プラットフォーム上のソース DB イ
ンスタンスに直接アクセスできないため ClassicLink、プロキシサーバーを使用する必要があります。プロ
キシサーバーはソース DB インスタンスを、レプリケーション インスタンスとターゲット DB インスタン
スを含む VPC に接続します。プロキシサーバーは VPC ClassicLink への接続に使用します。プロキシサー
バーでのポート転送により、VPC 内にあるソース DB インスタンスとターゲット DB インスタンスの間で
通信が可能になります。

AWSDatabase ClassicLink Migration Service との併用

VPC にない Amazon RDS DB インスタンスを VPC にある AWS DMS レプリケーション サーバーと DB 
インスタンスに接続できます。これを行うには、Amazon EC2 ClassicLink をプロキシサーバーで使用でき
ます。

以下の手順は、 ClassicLink この目的に使用する方法を示しています。次の手順は、VPC にない Amazon 
RDS ソース DB インスタンスを、AWS DMS レプリケーション インタンスとターゲット DB インスタンス
を含む VPC に接続する方法を示しています。

• VPC で AWS レプリケーション インスタンスを作成します。(すべてのレプリケーション インスタンス
が VPC 内で作成されます)。

• VPC セキュリティグループをレプリケーション インスタンスとターゲット DB インスタンスに関連付け
ます。2 つのインスタンスが VPC セキュリティグループを共有している場合、デフォルトで相互に通信
できます。

• EC2 Classic インスタンスでプロキシサーバーをセットアップします。
• プロキシサーバーと VPC ClassicLink の間を使用して接続を作成します。
• ソースデータベースとターゲットデータベースの AWS DMS エンドポイントを作成します。
• AWS DMS タスクを作成します。

VPC 内にない DB インスタンスのデータベースを VPC 内の DB ClassicLink インスタンスのデー
タベースに移行するために使用するには

1. AWS DMS レプリケーション インスタンスを作成して VPC セキュリティグループを割り当てるには:
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a. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS
でコンソールを開きます。

AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS 
DMS にアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。データベース移
行に必要なアクセス許可の詳細については、「AWS DMS の使用に必要な IAM アクセス許
可 (p. 679)」をご参照ください。

b. [Dashboard] ページで、[Replication Instance] を選択します。ステップ 1：AWS DMS コンソール
を使用してレプリケーション インスタンスを作成する (p. 23)の手順に従って、レプリケーション 
インスタンスを作成します。

c. AWS DMS レプリケーション インスタンスを作成したら、EC2 サービスコンソールを開きます。
ナビゲーションペインでC [Network Interfaces] (ネットワーク インターフェース) を選択します。

d. DMS を選択しNetworkInterface、「アクション」メニューから「セキュリティグループの変更」
を選択します。

e. レプリケーション インスタンスとターゲット DB インスタンスに使用するセキュリティグループ
を選択します。

2. 前のステップのセキュリティグループをターゲット DB インスタンスに関連付けます。

a. Amazon RDS サービスコンソールを開きます。[Replication engine version] (レプリケーション エ
ンジンバージョン) でバージョン番号を選択し、[Modify] (変更) を選択します。

b. ターゲット DB インスタンスを選択します。[Instance Actions] (インスタンスアクション) で
は[Modify] (変更) を選択します。

c. [Security Group] (セキュリティグループ) パラメーターの場合、前のステップで使用したセキュリ
ティグループを選択します。

d. [Continue] (続ける) を選択してから、[Modify DB Instance] (DB インスタンス変更) を選択しま
す。

3. ステップ 3: NGINX を使用して EC2 Classic インスタンスでプロキシサーバーを設定します。EC2 
Classic インスタンスを起動するには、選択した AMI を使用します。以下の例は、AMI Ubuntu Server 
14.04 LTS (HVM) をベースとしています。

EC2 Classic インスタンスでプロキシサーバーをセットアップするには

a. EC2 Classic インスタンスに接続し、次のコマンドを使用して NGINX をインストールします。

Prompt> sudo apt-get update
Prompt> sudo wget http://nginx.org/download/nginx-1.9.12.tar.gz
Prompt> sudo tar -xvzf nginx-1.9.12.tar.gz  
Prompt> cd nginx-1.9.12
Prompt> sudo apt-get install build-essential
Prompt> sudo apt-get install libpcre3 libpcre3-dev
Prompt> sudo apt-get install zlib1g-dev
Prompt> sudo ./configure --with-stream
Prompt> sudo make
Prompt> sudo make install                             
                         

b. 次のコードを使用して、NGINX デーモンファイル /etc/init/nginx.conf を編集します。

# /etc/init/nginx.conf – Upstart file

description "nginx http daemon"
author "email"

start on (filesystem and net-device-up IFACE=lo)
stop on runlevel [!2345]
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env DAEMON=/usr/local/nginx/sbin/nginx
env PID=/usr/local/nginx/logs/nginx.pid

expect fork
respawn
respawn limit 10 5

pre-start script 
        $DAEMON -t 
        if [ $? -ne 0 ] 
                then exit $? 
        fi
end script

exec $DAEMON                                 
                             

c. /usr/local/nginx/conf/nginx.conf に NGINX 設定ファイルを作成します。設定ファイル
に、以下の内容を追加します。

# /usr/local/nginx/conf/nginx.conf - NGINX configuration file

worker_processes  1;

events { 
    worker_connections  1024;
}

stream { 
  server { 
    listen DB instance port number;
proxy_pass DB instance identifier:DB instance port number; 
    }
} 
                             
                         

d. コマンドラインから、次のコマンドを使用して NGINX を起動します。

Prompt> sudo initctl reload-configuration
Prompt> sudo initctl list | grep nginx
Prompt> sudo initctl start nginx                         
                     

4. プロキシサーバーと、ターゲット DB インスタンスおよびレプリケーションインスタンスを含むター
ゲット VPC ClassicLink 間で接続を作成します。

a. EC2 コンソールを開き、プロキシサーバーを実行中の EC2 Classic インスタンスを選択します。
b. [アクション] で [] を選択しClassicLink、[VPC にリンク] を選択します。
c. 先に使用したセキュリティグループをこの手順で選択します。
d. [VPC link] (VPC リンク) を選択します。

5. ステップ 5: ステップ 2: ソースとターゲットのエンドポイントを指定する (p. 25)の手順で AWS DMS 
エンドポイントを作成します。ソース エンドポイントを指定する場合、サーバー名として内部 EC2 
DNS ホスト名を使用する必要があります。

6. ステップ 3: タスクを作成してデータを移行する (p. 27) の手順を使用した AWS DMS タスクを作成し
ます。
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レプリケーション サブネットグループの作成
データベース移行に使用するネットワークの一部として、使用する予定の Virtual Private Cloud (VPC) の
サブネットを指定する必要があります。ここでの VPC は、Amazon VPC サービスに基づいている必要が
あります。サブネットとは、指定されたアベイラビリティーゾーンにある VPC 内の IP アドレス範囲で
す。これらのサブネットは、VPC が存在している AWS リージョンのアベイラビリティーゾーン間で分散
できます。

AWSDMS コンソールでレプリケーションインスタンスまたはインスタンスプロファイルを作成する場
合、選択したサブネットを使用できます。

レプリケーションサブネットグループを作成し、使用するサブネットを定義できます。少なくとも 2 つの
アベイラビリティーゾーンにあるサブネットを指定する必要があります。

レプリケーションサブネットグループを作成する方法

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS にアクセスするための適切なアクセス
許可があることを確認します。データベース移行に必要なアクセス許可の詳細については、「AWS 
DMS の使用に必要な IAM アクセス許可 (p. 679)」をご参照ください。

2. [ナビゲーション] ペインで、[サブネットグループ] を選択します。
3. [サブネットグループの作成] を選択します。
4. [レプリケーションサブネットグループの作成] ページで、レプリケーションサブネットグループ情報

を指定します。次の表で設定について説明します。

オプション アクション

名前 8 ～ 16 の印刷可能な ASCII 文字 (/、"、@ を除く) を含む
レプリケーション サブネットグループ名を入力します。
名前は、選択したAWSリージョンのアカウントで一意でな
ければなりません。わかりやすい名前にするには、AWS 
リージョンや DMS-default-VPC などの実行中のタスク
の情報を名前に含めます。

説明 レプリケーション サブネット グループの簡単な説明を入
力します。

[VPC] Database Migration に使用する VPC を選択します。VPC 
では、少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンに少な
くとも 1 つのサブネットが必要であることに注意してくだ
さい。

サブネットの追加 レプリケーションサブネットグループに含めるサブネット
を選択します。少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾー
ンにあるサブネットを選択する必要があります。

5. [サブネットグループの作成] を選択します。

DNS を使用したドメイン エンドポイントの解決
通常、AWS DMS レプリケーション インスタンスは、Amazon EC2 インスタンスでドメインネームシ
ステム (DNS) リゾルバーを使用してドメイン エンドポイントを解決します。DNS 解決が必要な場合
は、Amazon Route 53 Resolverを使用できます。Route 53 DNS レゾルバーの使用方法の詳細について
は、「Route 53 レゾルバーの使用開始」をご参照ください。
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独自のオンプレミス ネームサーバーを使用して Amazon Route 53 Resolverを使用して特定のエンドポイ
ントを解決する方法については、「 独自のオンプレミスネームサーバーの使用 (p. 114)」をご参照くださ
い。

レプリケーション インスタンスのための暗号化
キーの設定

AWS DMS では、レプリケーション インスタンスによって使用されるストレージと、エンドポイント
の接続情報を暗号化します。レプリケーション インスタンスで使用されるストレージを暗号化するため
に、AWS DMS では AWS アカウントに固有の AWS KMS key を使用します。このKMS キーは、 AWS 
Key Management Service (AWS KMS)で表示し、管理できます。アカウント (aws/dms) でデフォルトの 
KMS キーあるいは自分で作成するカスタム KMS キーを使用できます。既存の AWS KMS 暗号化キーがあ
る場合は、そのキーを暗号化に使用することもできます。

KMS キー識別子を入力して AWS DMS リソースを暗号化することで、独自の暗号化キーを指定できま
す。独自の暗号化キーを指定した場合、データベース移行の実行に使用されるユーザーアカウントがその
キーにアクセスできる必要があります。独自の暗号化キーを作成して暗号化キーへのユーザーアクセスを
許可する方法の詳細については、AWS KMS開発者ガイドをご参照ください。

KMS キー識別子を指定しない場合、AWS DMS はデフォルトの暗号化キーを使用します。KMS は、AWS
アカウントのAWS DMS のデフォルトの暗号化キーを作成します。AWS アカウントには AWS リージョン
ごとにデフォルトの暗号化キーがあります。

AWS DMS リソースの暗号化に使用されるキーを管理するには、AWS KMS を使用します。ナビゲーショ
ンペインで KMS を検索することで AWS KMS を AWS Management Console に見つけることができま
す。

AWS KMSは、安全で可用性の高いハードウェアとソフトウェアを組み合わせて、クラウド向けに拡張さ
れたキー管理システムを提供します。AWS KMS を使用すると、キーの暗号化を作成し、このキーの使
用方法を制御するポリシーを定義できます。 AWS KMS は AWS CloudTrail をサポートするため、キー
の使用を監査して、キーが適切に使用されていることを確認できます。AWS KMS キーは、AWS DMS 
とその他の対応されている AWS サービスの組み合わせで使用できます。サポート対象 AWS サービスに
は、Amazon RDS、Amazon S3、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)、Amazon Redshift が含まれ
ます。

特定の暗号化キーを使用して AWS DMS リソースを作成すると、それらのリソースの暗号化キーを変更す
ることはできません。AWS DMS リソースを作成する前に、必ず暗号化キー要件を確認してください。

レプリケーション インスタンスの作成
データベースを移行する最初のステップは、レプリケーション インスタンスの作成です。レプリケー
ション インスタンスは、割り当てるタスクを実行してソースデータベースからターゲットデータベース
にデータを移行するのに十分なストレージと処理能力を前提とします。このインスタンスの必要なサイ
ズは、移行する必要のあるデータの量、および、インスタンスが実行するタスクにより異なります。レ
プリケーション インスタンスの詳細については、「AWS DMS レプリケーション インスタンスを使用す
る (p. 125)」をご参照ください。

AWS コンソールを使用してレプリケーション インスタンスを作成するには

1. AWS DMSコンソールのナビゲーションペインで [レプリケーションインスタンス] を選択し、[レプリ
ケーションインスタンスの作成] を選択します。

2. [Create replication instance] ページで、レプリケーションのインスタンス情報を指定します。次の表
は、行える設定を示しています。
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オプション アクション

名前 8 ～ 16 の印刷可能な ASCII 文字 (/、"、@ を除く) を含む
レプリケーション インスタンス名を入力します。名前は、
選択した AWS リージョンのアカウントで一意でなけれ
ばなりません。わかりやすい名前にするには、AWS リー
ジョンや実行中のタスクなどの情報を名前に含めます (例:
west2-mysql2mysql-instance1)。

わかりやすい Amazon リソースネーム 
(ARN)-オプション

デフォルトの DMS ARN を上書きするわかりやすい名前。
作成後に変更することはできません。

説明 レプリケーション インスタンスの簡単な説明を入力しま
す。

インスタンスクラス 移行に必要な設定を使用してインスタンスのクラスを選
択します。正常に移行を完了するために、インスタンス
には十分なストレージ、ネットワーク、処理能力が必要
であることに注意してください。移行に最適なインスタ
ンスのクラスを決定する方法に関する詳細については、
「AWS DMS レプリケーション インスタンスを使用す
る (p. 125)」をご参照ください。

エンジンバージョン AWS DMSコンソールでは、任意の対応しているエンジン 
バージョンを選択できます。からの場合AWS CLI、レプリ
ケーションインスタンスは、で別のエンジンバージョンを
指定しない限り、最新の非ベータバージョンのAWS DMS
レプリケーションエンジンを実行しますAWS CLI。

高可用性 オプションのパラメータを使用して、フェイルオーバーの
サポート用に別のアベイラビリティーゾーンにレプリケー
ション インスタンスのスタンバイレプリカを作成します。
変更データキャプチャ (CDC) または継続的なレプリケー
ションを使用する場合は、このオプションを有効にしてく
ださい。
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オプション アクション

割り当てられたストレージ (GiB) ストレージは主に、ログファイルと、キャッシュされたト
ランザクションで消費されます。キャッシュされたトラン
ザクションでは、ストレージは、キャッシュされたトラン
ザクションをディスクに書き込む必要がある場合にのみ使
用されます。したがって、AWS DMS では大量のストレー
ジを使用しません。例外には次のようなものがあります。

• 膨大なトランザクションをロードする、サイズの大きな
テーブル。サイズの大きなテーブルをロードするには時
間がかかります。そのため、サイズの大きなテーブルを
ロードする間、キャッシュされたトランザクションが書
き込まれる可能性が高くなります。

• キャッシュされたトランザクションをロードする前に停
止するよう設定されているタスク。この場合、すべての
テーブルのロードが完了するまで、すべてのトランザ
クションがキャッシュされます。この設定では、キャッ
シュされたトランザクションにより、かなりの量のスト
レージが消費されることがあります。

• Amazon Redshift にロードされるテーブルを使用する設
定になっているタスク。ただし、Amazon Aurora がター
ゲットのときは、この設定は問題にはなりません。

ほとんどの場合、ストレージのデフォルトの割り当てで十
分です。ただしストレージ関連のメトリクスに注意を払う
ことをお勧めします。デフォルトの割り当てよりも消費量
が多い場合は、必ずストレージをスケールアップしてくだ
さい。

ネットワークの種類 DMS は IPv4 アドレッシングプロトコルネットワークタ
イプをサポートし、デュアルスタックモードでは IPv4 と 
IPv6 の両方のアドレッシングプロトコルネットワークタイ
プをサポートします。IPv6 アドレス設定プロトコルのネッ
トワークタイプを使用してレプリケーションインスタンス
と通信する必要があるリソースがある場合は、デュアルス
タックモードを使用します。

[VPC] 使用する VPC を選択します。ソースまたはターゲット
データベースが VPC にある場合、その VPC を選択しま
す。ソースおよびターゲットデータベースが別の VPC に
ある場合、それらが共にパブリックサブネットにあり、パ
ブリックにアクセス可能であることを確認します。次に、
レプリケーション インスタンスを配置する VPC を選択し
ます。レプリケーション インスタンスが、ソース VPC の
データにアクセスできるようにする必要があります。ソー
スもターゲットデータベースも VPC にない場合は、レプ
リケーション インスタンスを配置する VPC を選択しま
す。
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オプション アクション

レプリケーションサブネットグループ レプリケーション インスタンスを作成する選択した VPC 
でレプリケーション サブネットグループを選択します。
ソースデータベースが VPC にある場合は、レプリケー
ション インスタンスの場所として、ソースデータベースを
含むサブネットグループを選択します。レプリケーション 
サブネットグループの詳細については、「 レプリケーショ
ン サブネットグループの作成 (p. 144)」をご参照くださ
い。

パブリックアクセス可能 レプリケーション インスタンスをインターネットからアク
セス可能にする場合は、このオプションを選択します。デ
フォルトはパブリックにアクセス可能で、一度オプション
を選択すると、レプリケーションインスタンスの作成後に
変更することはできません。

3. 必要がある場合は、[Advanced (アドバンスト)] タブを選択して、ネットワークおよび暗号化設定の値
を設定します。次の表で設定について説明します。

オプション アクション

アベイラビリティーゾーン ソースデータベースが配置されているアベイラビリティー
ゾーンを選択します。

VPC セキュリティグループ レプリケーションのインスタンスが VPC 内で作成され
ます。ソースデータベースが VPC にある場合は、データ
ベースが常駐する DB インスタンスへのアクセス権を提供
する VPC セキュリティグループを選択します。

KMS キー 使用する暗号化キーを選択して、レプリケーションの
ストレージと接続情報を暗号化します。[(Default) aws/
dms] ((デフォルト) aws/dms) を選択する場合、アカウン
トおよび AWS リージョンに関連付けられたデフォルト
の AWS Key Management Service (AWS KMS) キーが使
用されます。説明とアカウント番号が、キーの ARN と
ともに表示されます。暗号化キーの使用の詳細について
は、「暗号化キーの設定と AWS KMS のアクセス許可の指
定 (p. 702)」をご参照ください。

4. [Maintenance] 設定を指定します。次の表で設定について説明します。メンテナンス設定の詳細につい
ては、「AWS DMS メンテナンス ウィンドウの操作 (p. 155)」をご参照ください。

オプション アクション

自動バージョンアップグレード AWS DMSメジャーバージョンとマイナーバージョンを区
別しません。たとえば、バージョン 3.4.x から 3.5.x への
アップグレードはメジャーアップグレードとは見なされな
いため、すべての変更には後方互換性があるはずです。

自動バージョンアップグレードを有効にすると、DMS は
レプリケーションインスタンスのバージョンが廃止された
場合、メンテナンス期間中に自動的にアップグレードしま
す。

を有効にすると、DMS AutoMinorVersionUpgradeはレプリ
ケーションインスタンスを作成するときに、現在のデフォ
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オプション アクション
ルトのエンジンバージョンを使用します。たとえば、エン
ジンバージョンを現在のデフォルトバージョンよりも低
いバージョン番号に設定すると、DMS はデフォルトバー
ジョンを使用します。

AutoMinorVersionUpgradeレプリケーションインスタンス
の作成時にが有効になっていない場合、DMS は Engine 
version パラメーターで指定されたエンジンバージョンを
使用します。

メンテナンスウィンドウ 週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯 (世界
標準時 (UTC)) を選択します。

デフォルト: 1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS 
リージョンあたり 8 時間の範囲からランダムに選択された 
30 分枠。

5. [Create replication instance] (レプリケーションインスタンスの作成) を選択します。

レプリケーション インスタンスの変更
インスタンスクラスの変更やストレージの増量など、レプリケーション インスタンスの設定を変更できま
す。

レプリケーション インスタンスを変更する際に、変更内容を即時に適用することができます。変更をすぐ
に適用するには、AWS Management Console で [Apply Immediately] (すぐに適用) オプションを選択しま
す。または、--apply-immediately を呼び出すときに AWS CLI パラメータか DMS API を使用すると
きに ApplyImmediately パラメータを true に設定します。

変更の即時適用を選択しない場合、この変更は保留中の変更キューに保存されます。次のメンテナンス
ウィンドウ実行中に、キューのすべての保留中の変更が適用されます。

Note

変更の即時適用を選択した場合、保留中の変更キューにあるすべての変更も同様に適用されま
す。ダウンタイムを必要とする保留中の変更がある場合、[Apply changes immediately] を選択す
ると予想外のダウンタイムが発生することがあります。

AWS コンソールを使用してレプリケーション インスタンスを変更するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。
3. 変更するレプリケーション インスタンスを選択します。次の表は、行うことができる変更を示してい

ます。

オプション アクション

名前 レプリケーション インスタンスの名前を変更できます。8 
～ 16 の印刷可能な ASCII 文字 (/、"、@ を除く) を含むレ
プリケーション インスタンス名を入力します。名前は、
選択した AWS リージョンのアカウントで一意でなけれ
ばなりません。わかりやすい名前にするには、AWS リー
ジョンや実行中のタスクなどの情報を名前に含めます (例:
west2-mysql2mysql-instance1)。
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オプション アクション

説明 レプリケーションインスタンスの簡単な説明を変更する
か、入力します。

インスタンスクラス インスタンスクラスを変更できます。移行に必要な設定
を使用してインスタンスのクラスを選択します。インス
タンスクラスを変更すると、レプリケーション インスタ
ンスが再起動されます。この再起動は、次のメンテナン
ス ウィンドウ中に行われます。または、[Apply changes 
immediately] (変更を直ちに適用)オプションを選択すると
すぐに実行されます。

移行に最適なインスタンスのクラスを決定する方法に関す
る詳細については、「AWS DMS レプリケーション イン
スタンスを使用する (p. 125)」をご参照ください。

エンジンバージョン レプリケーション インスタンスで使用されているエンジン
バージョンをアップグレードできます。レプリケーション
のエンジンバージョンをアップグレードすると、アップグ
レード中にレプリケーション インスタンスがシャットダウ
ンされます。

マルチ AZ このオプションを変更して、フェイルオーバーのサポート
用に別のアベイラビリティーゾーンにレプリケーション イ
ンスタンスのスタンバイレプリカを作成するか、このオプ
ションを削除できます。変更データキャプチャ (CDC) ま
たは継続的なレプリケーションを使用する場合は、このオ
プションを有効にする必要があります。

割り当てられたストレージ (GiB) ストレージは主に、ログファイルと、キャッシュされたト
ランザクションで消費されます。キャッシュされたトラン
ザクションでは、ストレージは、キャッシュされたトラン
ザクションをディスクに書き込む必要がある場合にのみ使
用されます。したがって、AWS DMS では大量のストレー
ジを使用しません。例外には次のようなものがあります。

• 膨大なトランザクションをロードする、サイズの大きな
テーブル。サイズの大きなテーブルをロードするには時
間がかかります。そのため、サイズの大きなテーブルを
ロードする間、キャッシュされたトランザクションが書
き込まれる可能性が高くなります。

• キャッシュされたトランザクションをロードする前に停
止するよう設定されているタスク。この場合、すべての
テーブルのロードが完了するまで、すべてのトランザ
クションがキャッシュされます。この設定では、キャッ
シュされたトランザクションにより、かなりの量のスト
レージが消費されることがあります。

• Amazon Redshift にロードされるテーブルを使用する設
定になっているタスク。ただし、Amazon Aurora がター
ゲットのときは、この設定は問題にはなりません。

ほとんどの場合、ストレージのデフォルトの割り当てで十
分です。ただし、ストレージ関連のメトリクスに注意を払
い、デフォルトの割り当てよりも消費量が多い場合はスト
レージを拡張することをおすすめします。
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オプション アクション

ネットワークの種類 DMS は IPv4 アドレッシングプロトコルネットワークタ
イプをサポートし、デュアルスタックモードでは IPv4 と 
IPv6 の両方のアドレッシングプロトコルネットワークタ
イプをサポートします。IPv6 アドレッシングプロトコルの
ネットワークタイプを使用してレプリケーションインスタ
ンスと通信する必要があるリソースがある場合は、デュア
ルスタックモードを選択します。

VPC セキュリティグループ レプリケーションのインスタンスが VPC 内で作成され
ます。ソースデータベースが VPC にある場合は、データ
ベースが常駐する DB インスタンスへのアクセス権を提供
する VPC セキュリティグループを選択します。

マイナーバージョン自動アップグレー
ド

このオプションを選択すると、メンテナンス ウィンドウ
中にマイナー エンジン アップグレードを自動的にレプリ
ケーション インスタンスに適用できるか、または[Apply 
changes immediately] (変更をすぐに適用) オプションを選
択するとすぐに適用できます。

を有効にすると、DMS AutoMinorVersionUpgradeはレプリ
ケーションインスタンスを作成するときに、現在のデフォ
ルトのエンジンバージョンを使用します。たとえば、エン
ジンバージョンを現在のデフォルトバージョンよりも低
いバージョン番号に設定すると、DMS はデフォルトバー
ジョンを使用します。

AutoMinorVersionUpgradeレプリケーションインスタンス
の作成時にが有効になっていない場合、DMS は Engine 
version パラメーターで指定されたエンジンバージョンを
使用します。

メンテナンスウィンドウ 週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯 (世界
標準時 (UTC)) を選択します。

デフォルト: 1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS 
リージョンあたり 8 時間の範囲からランダムに選択された 
30 分枠。

Apply changes immediately 行った変更をすぐに適用するには、このオプションを選択
します。選択した設定によっては、このオプションを選択
すると、レプリケーション インスタンスが直ちに再起動さ
れる可能性があります。

[AWS DMS変更を適用している間に接続をテスト] を選択
すると、エラーメッセージが表示されます。AWS DMSレ
プリケーションインスタンスに変更を適用したら、[接続テ
スト] をもう一度選択します。

次回の定期メンテナンス時間中に変更
を適用

DMS が次に予定されるメンテナンスウィンドウまで待っ
て変更を適用するようにするには、このオプションを選択
します。
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レプリケーション インスタンスを再起動する
AWS DMS レプリケーション インスタンスを再起動して、レプリケーションエンジンを再開できます。再
起動すると、レプリケーション インスタンスは一時的に機能停止になります。その間、インスタンスのス
テータスは [Rebooting] に設定されます。AWS DMS インスタンスがマルチ AZ 用に設定されている場合、
再起動はフェイルオーバーにより実行できます。再起動が完了すると、AWS DMS イベントが作成されま
す。

AWS DMS インスタンスがマルチ AZ 配置の場合は、ある AWS アベイラビリティーゾーンから別のアベ
イラビリティーゾーンへのフェイルオーバーを強制的に実行できます。AWS DMS インスタンスの計画的
なフェイルオーバーを強制した場合、AWS DMS は別のアベイラビリティーゾーンでスタンバイインス
タンスに自動的に切り替わる前に、現在のインスタンスでアクティブな接続を終了します。計画フェイル
オーバーを使用した再起動は、レプリケーション インスタンスクラスのスケーリング時など、AWS DMS 
インスタンスの計画フェイルオーバーイベントをシミュレートするのに役立ちます。

Note

再起動によって、あるアベイラビリティーゾーンから別のアベイラビリティーゾーンへのフェイ
ルオーバーが強制されると、アベイラビリティーゾーンの変更は数分間反映されないことがあり
ます。このラグは AWS Management Console に表示され、AWS CLI と AWS DMS API へ呼び出
します。

再起動の発生時にレプリケーションインスタンスで実行されている移行タスクがある場合、データは失わ
れませんが、タスクは停止し、タスクステータスはエラー状態に変わります。

移行タスクのテーブルが一括ロード (フルロードフェーズ) の途中で、まだ開始されていない場合、エラー
状態になります。ただし、その時点で完成したテーブルは完全な状態のままです。フルロードフェーズ中
に再起動が発生した場合は、以下のいずれかの手順を実行することをお勧めします。

• 完全な状態のテーブルをタスクから削除し、残りのテーブルでタスクを再開します。
• エラー状態のテーブルと保留中のテーブルを含む新しいタスクを作成します。

移行タスクのテーブルが継続的なレプリケーションフェーズにある場合、再起動が完了するとタスクが再
開されます。

ステータスが [AWS DMSAvailable] 状態にない場合、 レプリケーション インスタンスを再起動することは
できません。AWS DMS インスタンスは、以前の要求による変更、またはメンテナンスウィンドウのアク
ションなど、いくつかの理由で使用できない場合があります。AWS DMS レプリケーション インスタンス
の再起動に必要な時間は、通常短時間です (5 分未満)。

AWS コンソールを使用したレプリケーション インスタンスの再
起動
レプリケーション インスタンスを再起動するには、AWS コンソールを使用します。

AWS コンソールを使用してレプリケーション インスタンスを再起動するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。
3. 再起動するレプリケーション インスタンスを選択します。
4. [Reboot] を選択します。
5. マルチ AZ 配置のレプリケーション インスタンスを設定し、別の AWS アベイラビリティーゾーンに

フェイルオーバーする場合は、[Reboot replication instance] ( レプリケーション インスタンスの再起
動) ダイアログボックスで、[Reboot With Failover?] (フェイルオーバーによる再起動を行いますか?) 
を選択します。
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6. [Reboot] を選択します。

CLI を使用してレプリケーション インスタンスを再起動する
レプリケーション インスタンスを再起動するには、以下のパラメータを指定して AWS CLI reboot-
replication-instance コマンドを使用します。

• --replication-instance-arn

Example シンプルな再起動の例

次の AWS CLI の例では、レプリケーション インスタンスを再起動します。

aws dms reboot-replication-instance \
--replication-instance-arn arn of my rep instance 

Example フェイルオーバーによるシンプルな再起動の例

次の AWS CLI の例では、フェイルオーバーによりレプリケーション インスタンスを再起動します。

aws dms reboot-replication-instance \
--replication-instance-arn arn of my rep instance \
--force-failover 
               

API を使用してレプリケーション インスタンスを再起動する
レプリケーション インスタンスを再起動するには、以下のパラメータを指定して AWS DMS API の
RebootReplicationInstance アクションを使用します。

• ReplicationInstanceArn = arn of my rep instance

Example シンプルな再起動の例

次のコードの例では、レプリケーション インスタンスを再起動します。

https://dms.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=RebootReplicationInstance
&DBInstanceArn=arn of my rep instance
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2014-09-01
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request
&X-Amz-Date=20140425T192732Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3

Example フェイルオーバーによるシンプルな再起動の例

次のコード例では、レプリケーション インスタンスを再起動し、別の AWS アベイラビリティーゾーンに
フェイルオーバーします。

https://dms.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=RebootReplicationInstance
&DBInstanceArn=arn of my rep instance
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&ForceFailover=true
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2014-09-01
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request
&X-Amz-Date=20140425T192732Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3

レプリケーション インスタンスを削除する
不要になった AWS DMS レプリケーション インスタンスは削除できます。レプリケーション インスタン
スを使用する移行タスクがある場合は、レプリケーション インスタンスを削除する前に、タスクを停止し
て削除する必要があります。

AWS アカウントを閉じた場合、アカウントに関連付けられたすべての AWS DMS リソースおよび設定は 
2 日後に削除されます。これらのリソースには、すべてのレプリケーション インスタンス、ソースおよび
ターゲットのエンドポイント設定、レプリケーションタスク、および SSL 証明書が含まれます。2 日後に 
AWS DMS を再度使用する場合は、必要なリソースを再作成します。

AWS コンソールを使用したレプリケーション インスタンスの削
除
レプリケーション インスタンスを削除するには、AWS コンソールを使用します。

AWS コンソールを使用してレプリケーション インスタンスを削除するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。
3. 削除するレプリケーション インスタンスを選択します。
4. [Delete] (削除) を選択します。
5. ダイアログボックスで、[Delete] を選択します。

CLI を使用したレプリケーション インスタンスの削除
レプリケーション インスタンスを削除するには、以下のパラメータを指定して AWS CLI delete-
replication-instance コマンドを使用します。

• --replication-instance-arn

Example 削除の例

次の AWS CLI の例では、レプリケーション インスタンスを削除します。

aws dms delete-replication-instance \
--replication-instance-arn arn of my rep instance 

API を使用したレプリケーション インスタンスの削除
レプリケーション インスタンスを削除するには、以下のパラメータを指定して AWS DMS API の
DeleteReplicationInstance アクションを使用します。
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• ReplicationInstanceArn = arn of my rep instance

Example 削除の例

次のコードの例では、レプリケーション インスタンスを削除します。

https://dms.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DeleteReplicationInstance
&DBInstanceArn=arn of my rep instance
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2014-09-01
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request
&X-Amz-Date=20140425T192732Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3

AWS DMS メンテナンス ウィンドウの操作
すべての AWS DMS レプリケーション インスタンスには週次のメンテナンスウィンドウが用意されてお
り、その期間内に、利用可能なシステムの変更が適用されます。メンテナンスウィンドウは、変更やソフ
トウェアのパッチなどが実行されるタイミングをコントロールする機会と考えることができます。

特定の週の間にメンテナンスが必要であると AWS DMS が判断する場合、メンテナンスは、レプリケー
ション インスタンスの作成時に選択した 30 分のメンテナンス時間中に行われます。AWS DMS は、30 分
のメンテナンス時間中にほとんどのメンテナンスを完了します。ただし、大規模な変更の場合より長い時
間がかかる場合があります。

既存の移行タスクにおけるメンテナンスの効果
インスタンスで AWS DMS 移行タスクが実行されている場合、パッチが適用されると次のイベントが発生
します。

• 移行タスク内のテーブルが継続的な変更の複製フェーズ (CDC) にある場合は、AWS DMSタスクを一時
停止し、パッチが適用された後に再開します。その後、パッチが適用されると、移行は中断されたとこ
ろから再開します。

• 既存のデータを移行するタスクまたは既存のデータを移行して進行中の変更を複製するタスクの一部
としてテーブルを移行する場合、DMSAWS DMS は、パッチが適用されている間、フルロードフェー
ズにあるすべてのテーブルの移行を停止して再開します。また、DMS は、パッチが適用されている
間、CDC フェーズのすべてのテーブルを停止して再開します。

メンテナンスウィンドウ設定の変更
AWS Management Console、AWS CLI、または AWS DMS API を使用して、メンテナンスウィンドウの
時間を変更できます。

コンソールを使用したメンテナンス ウィンドウ設定の変更
メンテナンスウィンドウの時間枠は、AWS Management Console を使用して変更できます。

コンソールを使用して優先メンテナンスウィンドウを変更するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。
3. 変更するレプリケーション インスタンスを選択してから、[Modify] を選択します。
4. [Maintenance] タブを展開し、メンテナンスウィンドウの日時を選択します。
5. [Apply changes immediately] を選択します。
6. [変更] を選択します。

CLI を使用したメンテナンスウィンドウ設定の変更

必要なメンテナンスウィンドウを調整するには、以下のパラメータを指定して AWS CLI modify-
replication-instance コマンドを使用します。

• --replication-instance-identifier
• --preferred-maintenance-window

Example

次の AWS CLI の例では、メンテナンス ウィンドウを火曜日の午前 4:00 ～ 4:30 UTC に設定します 。

aws dms modify-replication-instance \
--replication-instance-identifier myrepinstance \
--preferred-maintenance-window Tue:04:00-Tue:04:30

API を使用したメンテナンスウィンドウ設定の変更

必要なメンテナンスウィンドウを調整するには、以下のパラメータを指定して AWS DMS API の
ModifyReplicationInstance アクションを使用します。

• ReplicationInstanceIdentifier = myrepinstance
• PreferredMaintenanceWindow = Tue:04:00-Tue:04:30

Example

次のコード例では、メンテナンスウィンドウを火曜日の午前 4:00 ～ 4:30 UTC に設定します 。

https://dms.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationInstance
&DBInstanceIdentifier=myrepinstance
&PreferredMaintenanceWindow=Tue:04:00-Tue:04:30
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2014-09-01
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request
&X-Amz-Date=20140425T192732Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3
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AWS DMS エンドポイントの使用
エンドポイントは、データストアに関する接続、データストアのタイプ、および位置情報を提供します。 
AWSDatabase Migration Serviceはこの情報を使用してデータストアに接続し、ソースエンドポイントから
ターゲットエンドポイントにデータを移行します。エンドポイント設定を使用して、エンドポイントに追
加の接続属性を指定できます。これらの設定により、ログ記録やファイルサイズなどのパラメータを管理
できます。エンドポイント設定についての詳細は、データストアのドキュメントセクションをご参照くだ
さい。

以下で、エンドポイントの詳細についてご参照ください。

トピック
• ソースおよびターゲットエンドポイントの作成 (p. 157)
• データ移行のソース (p. 160)
• データ移行のターゲット (p. 325)
• VPC エンドポイントをAWS DMS ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントとして設

定 (p. 478)
• AWS DMS によりサポートされている DDL ステートメント (p. 480)

ソースおよびターゲットエンドポイントの作成
レプリケーションインスタンスの作成時にソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成する
ことができます。また、レプリケーションインスタンスの作成後にエンドポイントを作成することもでき
ます。ソースおよびターゲットデータストアには、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イン
スタンス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンス、またはオンプレミス
データベースを使用できます。(いずれかのデータストアが AWS サービス上にある必要があります。AWS 
DMSを使用してオンプレミス データベースから別のオンプレミス データベースに移行することはできま
せん。)

以下の手順では、AWS DMS コンソール ウィザードを選択したことを前提とします。このステップ
は、AWS DMS コンソールのナビゲーションペインで [Endpoints] (エンドポイント)、[Create endpoint] (エ
ンドポイントの作成)の順に選択しても実行できます。コンソールウィザードを使用するときは、ソースエ
ンドポイントとターゲットエンドポイントの両方を同じページで作成します。コンソールウィザードを使
用しないときは、各エンドポイントを個別に作成します。

AWS コンソールを使用して、ソースまたはターゲット データベース エンドポイントを指定する
には

1. [Connect source and target database endpoints] (ソースおよびターゲット データベース エンドポイン
トの接続) ページで、ソースまたはターゲットデータベースの接続情報を指定します。次の表で設定
について説明します。

使用するオプション この操作を行います

[Endpoint type] (エンドポイントタイ
プ)

このエンドポイントに対して、ソースエンドポイントまた
はターゲットエンドポイントを選択します。

[Select RDS DB Instance] (RDS DB イ
ンスタンスの選択)

エンドポイントが Amazon RDS DB インスタンスの場合
は、このオプションを選択します。

[Endpoint identifier] (エンドポイント識
別子)

エンドポイントを識別するのに使用する名前を入力し
ます。名前に、oracle-source または PostgreSQL-
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使用するオプション この操作を行います
target などのエンドポイントの種類を含めることができ
ます。名前はすべてのレプリケーションインスタンスに対
して一意である必要があります。

[Source engine] (ソースエンジン) 
と[Target engine] (ターゲットエンジ
ン)

エンドポイントであるデータベースエンジンのタイプを選
択します。

[Access to endpoint database] (エンド
ポイントデータベースへのアクセス)

エンドポイントデータベース認証情報を指定するために使
用するオプションを選択します：

• 選択AWS Secrets Manager (p. 158) — で定義されて
いるシークレットを使用してAWS Secrets Manager、
次に示すように秘密裏に認証情報を入力します。それら
に AWS DMS のアクセスを有効にするこれらのシーク
レットとシークレット アクセス ロールの作成について
の詳細は、「シークレットを使用して AWS Database 
Migration Service エンドポイントにアクセスするに
は (p. 668)」をご参照ください。

• [Provide access information manually] (p. 158) (アクセ
ス情報を手動で提供する) — 次に示すように、直接入力
するクリアテキスト認証情報を使用します。

選択AWS Secrets Manager 次のシークレット認証情報を設定します。

Secret ID (シークレット ID) エンドポイント データベースアクセス用に AWS Secrets 
Manager で作成したシークレットの完全な Amazon リ
ソースネーム (ARN)、部分 ARN、またはフレンドリネー
ムを入力します。

[IAM role] (IAM ロール) IAM で作成したシークレットアクセスロールの ARN を入
力して、お客様の代理でシークレットIDにより識別される
シークレットへの AWS DMS によるアクセスを提供しま
す。

Oracle Automatic Storage 
Management (ASM) のシークレットID

(Oracle ASM を使用する Oracle ソース エンドポイン
トの場合のみ) Oracle ASM アクセス用の AWS Secrets 
Manager に作成したシークレットの完全な Amazonリソー
スネーム(ARN) 、部分ARN、またはフレンドリ名を入力
します。このシークレットは通常、[Secret ID] (シーク
レットID) で識別されるシークレットと同じサーバー上の
Oracle ASMにアクセスするために作成されます。

[IAM role for Oracle ASM] (Oracle ASM 
の IAM ロール)

(Oracle ASM を使用する Oracle ソースエンドポイントの
場合のみ) IAM で作成したシークレットアクセスロール
の ARN を入力し、お客様の代理で [Secret ID for Oracle 
automatic storage management (ASM)] (Oracle Automatic 
Storage Management (ASM) のシークレットID) で識別さ
れるシークレットへの AWS DMS によるアクセスを提供
します。

[Provide access information manually]
(アクセス情報を手動で提供する)

次のクリアテキスト認証情報を設定します。
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使用するオプション この操作を行います

[Server name] (サーバー名) サーバー名を入力します。オンプレミスデータベースの場
合、IP アドレスまたはパブリックホスト名にすることが
できます。Amazon RDS DB インスタンスの場合、DB イ
ンスタンスのエンドポイント (DNS 名) とすることができ
ます。たとえば、mysqlsrvinst.abcd12345678.us-
west-2.rds.amazonaws.com とします。

[Port] (ポート) データベースが使用するポートを入力します。

[Secure Socket Layer (SSL) mode]
(Secure Socket Layer (SSL) モード)

このエンドポイントの接続暗号化を有効にする場合
は、SSL モードを選択します。選択したモードにより、証
明書、およびサーバー証明書情報の提供を求められること
があります。

[User name] (ユーザー名) データ移行を許可するために必要な権限を持つユーザー
名を入力します。必要な権限の詳細については、このユー
ザーガイドの「ソースまたはターゲットデータベースエン
ジンに対するセキュリティセクション」 をご参照くださ
い。

[Password] (パスワード) 必要な権限のあるアカウントのパスワードを入力しま
す。AWS DMS ソース エンドポイントとターゲット エン
ドポイントのパスワードには、データベースエンジンに応
じて文字制限があります。詳細については、以下のテーブ
ルをご参照ください。

[Database name] (データベース名) 特定のデータベースエンジンで、エンドポイントデータ
ベースとして使用するデータベースの名前。

次の表に、リストされたデータベースエンジンのエンドポイントパスワードでサポートされていない
文字を示します。エンドポイントのパスワードにカンマ (,) を使用する場合は、AWS DMSインスタン
スへのアクセス権を認証するため AWS DMS で提供されている Secrets Manager サポートを使用しま
す。詳細については、「シークレットを使用して AWS Database Migration Service エンドポイントに
アクセスするには (p. 668)」を参照してください。

このデータベースエンジン用 エンドポイントパスワードでは、次の文字はサポートされて
いません。

Microsoft Azure、ソースとしてのみ ;

Microsoft SQL Server , ;

MySQL、MariaDB、Amazon Aurora 
MySQL など、MySQL との互換性が
あります

;

Oracle ,

Aurora PostgreSQL 互換エディ
ションのターゲットとして
PostgreSQL、Amazon Aurora 
PostgreSQL 互換エディショ
ン、Amazon Aurora サーバーレス

; + %
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このデータベースエンジン用 エンドポイントパスワードでは、次の文字はサポートされて
いません。

Amazon Redshift、ターゲットとして
のみ

, ;

2. エンドポイント設定を選択し、AWS KMS key必要に応じて設定します。[Run test] (テストの実行) を
選択して、エンドポイントの接続をテストできます。次の表で設定について説明します。

使用するオプション この操作を行います

エンドポイント設定 その他の接続パラメータをここで選択します。エンドポ
イント設定についての詳細は、[Source engine] (ソースエ
ンジン) または [Target engine] (ターゲットエンジン) のド
キュメントセクションをご参照ください (ステップ 1 で指
定)。

Oracle ASMを使用するOracleソースエンドポイントの場
合、手順1で「アクセス情報を手動で提供」を選択した場
合、エンドポイント設定を入力してOracle ASMユーザー
認証情報を指定する必要がある場合もあります。Oracle 
ASM 追加のエンドポイント設定についての詳細は、「」
をご参照くださいCDC での Oracle LogMiner またはAWS 
DMS Binary Reader の使用 (p. 162)。

AWS KMS key 使用する暗号化キーを選択して、レプリケーションのス
トレージと接続情報を暗号化します。[(Default) aws/dms]
((デフォルト) aws/dms) を選択する場合、アカウントお
よび AWS リージョンに関連付けられたデフォルト AWS 
Key Management Service (AWS KMS) キーが使用されま
す。暗号化キーの使用の詳細については、「暗号化キーの
設定と AWS KMS のアクセス許可の指定 (p. 702)」をご
参照ください。

[Test endpoint connection (optional)]
(エンドポイント接続のテスト (オプ
ション))

VPC およびレプリケーションインスタンス名を追加しま
す。接続をテストするには、[Run test] (テストの実行) を
選択します。

データ移行のソース
AWS Database Migration Service (AWS DMS) では、最もよく利用されているデータエンジンの多くを
データレプリケーションのソースとして使用できます。データベースソースには、Amazon EC2 インスタ
ンスまたはオンプレミスのデータベースで実行されているセルフ マネージド エンジンを使用できます。ま
たは、Amazon RDS や Amazon S3 などの AWS サービス上のデータソースである場合もあります。

有効なソースの一覧については、「AWS DMS のソース (p. )」をご参照ください。

トピック
• AWS DMS のソースとしての Oracle データベースの使用 (p. 161)
• Microsoft SQL Server データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 203)
• Microsoft Azure SQL データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 224)
• Microsoft Azure SQL マネージドインスタンスをソースとして使用するAWS DMS (p. 225)
• AWS DMS のソースとしての Google Cloud for MySQL の使用 (p. 225)
• AWS DMS ソースとしての PostgreSQL データベースの使用 (p. 225)
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• MySQL 互換データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 248)
• SAP ASE データベースを AWS DMS のソースとして使用する (p. 256)
• AWS DMS のソースとしての MongoDB の使用 (p. 262)
• AWS DMS のソースとして Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を使用する (p. 273)
• AWS DMS のソースとしての Amazon RS3 の使用 (p. 286)
• AWS DMS のソースとして IBM Db2 for Linux、Unix、および Windows データベース (Db2 LUW) を使

用する (p. 294)
• IBM Db2 for z/OS データベースのソースとして使用するAWS DMS (p. 298)

AWS DMS のソースとしての Oracle データベースの
使用
AWS DMS を使用して、1 つ以上の Oracle データベースからデータを移行できます。ソースとして Oracle 
データベースを使用すると、AWS DMS が対応しているどのターゲットにもデータを移行できます。

AWS DMS では、次の Oracle データベースエディションがに対応しています。

• Oracle Enterprise Edition
• Oracle Standard Edition
• Oracle Express Edition
• Oracle Personal Edition

セルフ マネージド 型 Oracle データベースの場合、AWS DMS ではバージョン 10.2 以降(バージョン 10.x 
の場合)、11g から 12.2、18c、19c までのすべての Oracle データベースエディションに対応していま
す。AWS が 管理する Amazon RDS for Oracle Database の場合、AWS DMS はバージョン 11g (バージョ
ン 11.2.0.4 以降) および 12.2、18c、19c までのすべての Oracle データベースエディションに対応してい
ます。

Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、Oracle エンドポイントとレプリケーションインスタンスとの
接続を暗号化できます。Oracle エンドポイントでの SSL の使用の詳細については、「Oracle エンドポイ
ントでの SSL のサポート (p. 182)」をご参照ください。AWS DMS では、Oracle 透過的データ暗号化 
(TDE) を使用して、ソースデータベースに保存されているデータを暗号化することもできます。Oracle 
ソースエンドポイントで Oracle TDE を使用する方法については、「AWS DMS のソースとして Oracle を
使用するためにサポートされている暗号化方法 (p. 187)」をご参照ください。

AWS DMS ソース エンドポイントにとして Oracle データベースを設定する以下のステップに従います:

1. AWS DMSの適切なアクセス許可を持つ Oracle ユーザーを作成して、Oracle ソース データベースにア
クセスします。

2. 選択した Oracle データベース設定に準拠する Oracle ソース エンドポイントを作成します。 full-load-
only タスクを作成する場合、これ以上設定は必要ありません。

3. 変更データのキャプチャ (CDC のみ、または全ロードおよび CDC タスク) を処理するタスクを作成す
るには、Oracle LogMiner またはAWS DMS Binary Reader がデータの変更をキャプチャします。Binary 
Reader を選択すると LogMiner 、それ以降のアクセス許可と設定オプションのいくつかが決定されま
す。 LogMiner と Binary Reader の比較については、次のセクションをご参照ください。

Note

全ロードタスク、CDC のみのタスク、および全ロードおよび CDC タスクの詳細については、
「[Creating a task] (タスクの作成) (p. 483)」をご参照ください。
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Oracle ソースデータベースと AWS DMS の使用の詳細については、以下のセクションをご参照ください。

トピック
• CDC での Oracle LogMiner またはAWS DMS Binary Reader の使用 (p. 162)
• セルフマネージドまたはAWS DMS用AWS管理 Oracle ソースデータベーを設定するワークフ

ロー。 (p. 165)
• AWS DMS のソースとしてセルフマネージド型 Oracle データベースを使用する (p. 166)
• AWS が管理する Oracle データベースを AWS DMSのソースとして使用する (p. 174)
• Oracle を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限 (p. 179)
• Oracle エンドポイントでの SSL のサポート (p. 182)
• AWS DMS のソースとして Oracle を使用するためにサポートされている暗号化方法 (p. 187)
• Oracle を AWS DMS のソースとして使用するためにサポートされている圧縮方法 (p. 190)
• Oracle を AWS DMS のソースとして使用するネストされたテーブルのレプリケート (p. 191)
• Oracle をのソースとして使用する場合、Oracle ASM に REDO を格納しますAWS DMS (p. 192)
• Oracle をソースとして使用する場合のエンドポイント設定AWS DMS (p. 193)
• Oracle のソースデータ型 (p. 200)

CDC での Oracle LogMiner またはAWS DMS Binary Reader の使
用
ではAWS DMS Oracle 変更データキャプチャ (CDC) をソースとして実行するときに REDO ログを読み取
るための方法として Oracle LogMiner とAWS DMS Binary Reader の二種類があります。 LogMiner は、オ
ンラインREDOログとアーカイブREDOログファイルを読み取るためのOracle APIです。Binary Reader は 
raw REDO ログファイルを直接読み取って解析する AWS DMS メソッドです。これらのメソッドには次の
特徴があります。

機能 LogMiner Binary Reader

設定しやすい はい いいえ

ソースシステムのI/Oと CPU への影響軽減 いいえ はい

CDC パフォーマンスの向上 いいえ はい

Oracle テーブル クラスターのサポート はい いいえ

すべてのタイプの Oracle ハイブリッド列圧縮（HCC）をサ
ポート

はい 部分的

バイナリリーダー
は CDC のタスク
でクエリローをサ
ポートしていませ
ん。他のすべての 
HCC タイプが完全
にサポートされて
います。

Oracle 12c でのみ LOB カラムのサポート いいえ はい

LOB カラムにのみ影響を与える UPDATE ステートメントに対
応

いいえ はい
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機能 LogMiner Binary Reader

Oracle Transparent データ暗号化 (TDE) に対応 部分的

オラクルを使用
している場合 
LogMiner、オラク
ル用 Amazon RDS 
for Oracle の列レ
ベルでの TDEAWS 
DMS 暗号化はサ
ポートされませ
ん。

部分的

Binary Reader 
は、自己管理 
Oracle データベー
スに対してのみ 
TDE をサポートし
ます。

すべての Oracle 圧縮法に対応 はい いいえ

XA トランザクションに対応 いいえ はい

RAC はい

非推奨

はい

強く推奨

Note

デフォルトで、AWS DMSは (CDC) LogMiner に Oracle を使用します。
AWS DMSOracle ソースデータベースを操作する場合の透過的データ暗号化 (TDE) 方式をサポー
トします。指定した TDE 認証情報が正しくない場合は、AWS DMS移行タスクは失敗しないた
め、暗号化されたテーブルの継続的なレプリケーションに影響する可能性があります。TDE 認証
情報の指定については、「」を参照してくださいAWS DMS のソースとして Oracle を使用するた
めにサポートされている暗号化方法 (p. 187)。

LogMiner AWS DMSで使用することの主なメリットは次のとおりです。

• LogMiner 暗号化オプションや圧縮オプションなど、ほとんどの Oracle オプションをサポートしていま
す。Binary Reader では、すべての Oracle オプションがサポートされているわけではありません (特に
圧縮とほとんどの暗号化のオプション)。

• LogMiner では、特に Binary Reader の直接アクセスセットアップや、REDO ログが Oracle Automatic 
Storage Management (ASM) を使用して管理されている場合と比較して、シンプルな設定になっていま
す。

• LogMiner が使用できるテーブルクラスタをサポートしますAWS DMS。Binary Reader はサポートされ
ません。

AWS DMS で Binary Reader を使用することの主なメリットは次のとおりです：

• 変更の多い移行では、Oracle ソースデータベースをホストするコンピュータの I/O または CPU 
LogMiner にいくらかの影響が及ぶ可能性があります。Binary Reader では、ログが複数のデータベース 
クエリを行うのではなく、直接マイニングされるため、I/O や CPU に影響を与える可能性が高くありま
せん。

• 変更の多い移行では、通常、Oracle を使用する場合よりも Binary Reader を使用する方が CDC のパ
フォーマンスが大幅に向上します LogMiner。

• Oracle バージョン 12c の LOB の CDC は、Binary Reader をサポートします。 LogMinerしない。

通常、次のいずれかの状況でない限り、Oracle データベースを移行するには Oracle を使用してくださ
い。 LogMiner
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• ソース Oracle データベースで複数の移行タスクを実行する必要がある。
• ソース Oracle データベース上の変更のボリュームまたは REDO ログボリュームが多いか、または変更

があり、Oracle ASM も使用している場合。

Note

Oracle LogMiner とAWS DMS Binary Reader の使用を切り替える場合、CDC タスクをを再起動
する必要があります。

Oracle ソース データベースでの CDC の設定

Oracle ソース エンドポイントが変更データ キャプチャ (CDC) タスクでデータベースに接続するには、
特に追加の接続属性を指定する必要があります。これは、全ロードタスクと CDC タスク、または CDC 
のみのタスクに当てはまります。指定する追加の接続属性は、REDO ログへのアクセスに使用する方法 
(Oracle LogMiner またはAWS DMS Binary Reader) によって異なります。

ソース エンドポイントを作成するときに追加の接続属性を指定します。接続属性の設定が複数ある場合
は、空白を追加せずにそれぞれをセミコロンで区切ります (例: oneSetting;thenAnother)。

AWS DMS LogMiner デフォルトではを使用します。これを使用するために、追加の接続属性を指定する必
要はありません。

Binary Reader を使用してREDO ログにアクセスするには、以下の追加の接続属性を加えます。

useLogMinerReader=N;useBfile=Y;
 

次の追加の接続属性形式を使用して、Binary Reader で ASM を使用するサーバーにアクセスします。

useLogMinerReader=N;useBfile=Y;asm_user=asm_username;asm_server=RAC_server_ip_address:port_number/
+ASM;
 

ソースエンドポイントの Password リクエストパラメータに、Oracle ユーザーパスワードと ASM パス
ワードの両方をカンマで区切って含める必要があります。

oracle_user_password,asm_user_password
 

Oracle ソースが ASM を使用する場合、Binary Reader でハイ パフォーマンスオプションを使用して、
スケールが大きいなトランザクション処理を実行できます。これらのオプションには、並列スレッド数 
(parallelASMReadThreads) および先読みバッファ数 (readAheadBlocks) を指定する追加の接続属性
が含まれます。これらの属性を一括設定すると、CDC タスクのパフォーマンスを大幅に改善できます。次
に示す設定は、ほとんどの ASM 設定で良好な結果を提供します。

useLogMinerReader=N;useBfile=Y;asm_user=asm_username;asm_server=RAC_server_ip_address:port_number/
+ASM; 
    parallelASMReadThreads=6;readAheadBlocks=150000;

追加の接続属性がサポートする値の詳細については、「Oracle をソースとして使用する場合のエンドポイ
ント設定AWS DMS (p. 193)」をご参照ください。

また、 ASM を使用したOracle ソースで CDC タスクのパフォーマンスは、選択した他の設定によって異
なります。これらの設定には、AWS DMS の追加の接続属性と Oracle ソースを設定するための SQL 設定
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が含まれます。ASM を使用した Oracle ソースの追加接続属性の詳細については、「Oracle をソースとし
て使用する場合のエンドポイント設定AWS DMS (p. 193)」をご参照ください。

また、適切な CDC スタートポイントを選択する必要があります。通常、これを行う場合、CDC を開始す
る最も早いオープントランザクションをキャプチャするトランザクション処理点を特定します。そうしな
いと、CDC タスクは以前のオープントランザクションを見逃す可能性があります。Oracle ソースデータ
ベースの場合、Oracle システム変更番号 (SCN) に基づいて CDC ネイティブのスタートポイントを選択し
て、この最も早いオープントランザクションを識別できます。詳細については、「CDC 開始ポイントから
のレプリケーションの実行 (p. 524)」を参照してください。

自己管理型 Oracle データベースをソースとして使用するための CDC 設定の詳細については、「Oracle を
使用して REDO LogMiner ログにアクセスする場合に必要なアカウント権限 (p. 171)」、「AWS DMS 
Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスする場合に必要なアカウント権限 (p. 171)」や「Oracle 
ASM で Binary Reader の使用時に必要なアカウント権限 (p. 172)」をご参照ください。

ソースとしての AWS の管理 Oracle データベースについて CDC の設定詳細は、「AWS DMS 用に RDS 
for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを構成する (p. 177)」と「AWS DMS 
の CDC 用 Binary Reader を使用したソースとして Amazon RDS Oracle スタンバイ(リードレプリカ)を使
用する (p. 178)」をご参照ください。

セルフマネージドまたはAWS DMS用AWS管理 Oracle ソース
データベーを設定するワークフロー。
セルフ管理ソースデータベースインスタンスを設定するには、CDC の実行方法に応じて、次のワークフ
ローステップを使用します。

このワークフロー ステップの場
合

を使用して CDC を実行する場合
は LogMiner、これを行います

Binary Reader を使用して CDC 
を実行する場合は、これを行い
ます

Oracle アカウントの特権を付与
します。

「AWS DMS のセルフマネージ
ド型 Oracle ソースで必要なユー
ザーアカウント権限 (p. 167)」
を参照してください

「AWS DMS のセルフマネージ
ド型 Oracle ソースで必要なユー
ザーアカウント権限 (p. 167)」
を参照してください

CDC を使用してレプリケーショ
ン用のソースデータベースを準
備します。

「AWS DMSを使用して CDC 用
の Oracle 自己管理ソースデータ
ベースの準備 (p. 168)」を参照
してください

「AWS DMSを使用して CDC 用
の Oracle 自己管理ソースデータ
ベースの準備 (p. 168)」を参照
してください

CDC に必要な追加の Oracle ユー
ザー権限を付与します。

「Oracle を使用して REDO 
LogMiner ログにアクセスす
る場合に必要なアカウント権
限 (p. 171)」を参照してくださ
い

「AWS DMS Binary Reader を
使用して REDO ログにアクセス
する場合に必要なアカウント権
限 (p. 171)」を参照してくださ
い

ASM を持つ Oracle インスタンス
の場合は、 CDC のために ASM 
へのアクセスに必要な追加の
ユーザーアカウント権限を付与
します。

追加のアクションはありませ
ん。AWS DMS は、追加のアカ
ウント権限なしで Oracle ASM に
対応します。

Oracle ASM で Binary Reader 
の使用時に必要なアカウント権
限 (p. 172) を参照してくださ
い。

まだ CDC の LogMiner または 
Binary Reader を使用するよう
にタスクを設定していない場合
は、タスクを設定します。

「CDC での Oracle LogMiner ま
たはAWS DMS Binary Reader の
使用 (p. 162)」を参照してくだ
さい

「CDC での Oracle LogMiner ま
たはAWS DMS Binary Reader の
使用 (p. 162)」を参照してくだ
さい
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このワークフロー ステップの場
合

を使用して CDC を実行する場合
は LogMiner、これを行います

Binary Reader を使用して CDC 
を実行する場合は、これを行い
ます

Oracle スタンバイを CDC のソー
スとして設定します。

AWS DMS では、ソースとして 
Oracle Standby に対応していま
せん。

を参照してくださいAWS DMS 
の CDC 用Binary Reader を使
用したソースとしてのセルフ
管理 Oracle スタンバイの使
用 (p. 172)

次のワークフロー ステップを使用して、AWS-マネージド Oracle ソース データベース インスタンスを設
定します。

このワークフロー ステップの場
合

を使用して CDC を実行する場合
は LogMiner、これを行います

Binary Reader を使用して CDC 
を実行する場合は、これを行い
ます

Oracle アカウントの特権を付与
します。

詳細については、「AWS が管理
する Oracle ソースで AWS DMS 
のために必要なユーザーアカウ
ント権限 (p. 174)」を参照して
ください。

詳細については、「AWS が管理
する Oracle ソースで AWS DMS 
のために必要なユーザーアカウ
ント権限 (p. 174)」を参照して
ください。

CDC を使用してレプリケーショ
ン用のソースデータベースを準
備します。

詳細については、「AWS DMS 
用に AWS が管理する Oracle 
ソースを設定する (p. 176)」を
参照してください。

詳細については、「AWS DMS 
用に AWS が管理する Oracle 
ソースを設定する (p. 176)」を
参照してください。

CDC に必要な追加の Oracle ユー
ザー権限を付与します。

追加のアカウント権限は必要あ
りません。

詳細については、「AWS DMS 
用に RDS for Oracle ソース
で Binary Reader を使用する
ように CDC タスクを構成す
る (p. 177)」を参照してくださ
い。

まだ CDC の LogMiner または 
Binary Reader を使用するよう
にタスクを設定していない場合
は、タスクを設定します。

詳細については、「CDC で
の Oracle LogMiner または
AWS DMS Binary Reader の使
用 (p. 162)」を参照してくださ
い。

詳細については、「CDC で
の Oracle LogMiner または
AWS DMS Binary Reader の使
用 (p. 162)」を参照してくださ
い。

Oracle スタンバイを CDC のソー
スとして設定します。

AWS DMS では、ソースとして 
Oracle Standby に対応していま
せん。

詳細については、「AWS DMS 
の CDC 用 Binary Reader を使用
したソースとして Amazon RDS 
Oracle スタンバイ(リードレプリ
カ)を使用する (p. 178)」を参照
してください。

AWS DMS のソースとしてセルフマネージド型 Oracle データ
ベースを使用する
セルフ管理データベースは自分で構成および制御するデータベースで、ローカルのオンプレミス データ
ベース インスタンスまたは Amazon EC2 上のデータベースのいずれかです。AWS DMS でセルフ管理
Oracle データベースを使用する場合に必要となる権限と設定を以下に示します。
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AWS DMS のセルフマネージド型 Oracle ソースで必要なユーザーアカウント権
限
AWS DMS でソースとして Oracle データベースを使用するには、Oracle エンドポイント接続設定で指定
された Oracle ユーザーに次の権限を付与します。

Note

権限を付与する場合、オブジェクトのシノニムではなく、各オブジェクトの実際の名前を使用し
ます。たとえば、下線のある V_$OBJECT を使用します。下線のない V$OBJECT は使用しませ
ん。

GRANT CREATE SESSION TO db_user;
GRANT SELECT ANY TRANSACTION TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$ARCHIVED_LOG TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$LOG TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$LOGFILE TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$LOGMNR_LOGS TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$LOGMNR_CONTENTS TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$DATABASE TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$THREAD TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$PARAMETER TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$NLS_PARAMETERS TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$TIMEZONE_NAMES TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$TRANSACTION TO db_user;
GRANT SELECT ON V_$CONTAINERS TO db_user;                    
GRANT SELECT ON ALL_INDEXES TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_OBJECTS TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_TABLES TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_USERS TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_CATALOG TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_CONSTRAINTS TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_CONS_COLUMNS TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_TAB_COLS TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_IND_COLUMNS TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_ENCRYPTED_COLUMNS TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_LOG_GROUPS TO db_user;
GRANT SELECT ON ALL_TAB_PARTITIONS TO db_user;
GRANT SELECT ON SYS.DBA_REGISTRY TO db_user;
GRANT SELECT ON SYS.OBJ$ TO db_user;
GRANT SELECT ON DBA_TABLESPACES TO db_user;
GRANT SELECT ON DBA_OBJECTS TO db_user; -– Required if the Oracle version is earlier than 
 11.2.0.3.
GRANT SELECT ON SYS.ENC$ TO db_user; -– Required if transparent data encryption (TDE) is 
 enabled. For more information on using Oracle TDE with AWS DMS, see AWS DMS ####### Oracle 
 ######################.
GRANT SELECT ON GV_$TRANSACTION TO db_user; -– Required if the source database is Oracle 
 RAC in AWS DMS versions 3.4.6 and higher.
GRANT SELECT ON V_$DATAGUARD_STATS TO db_user ; -- Required if the source database is 
 Oracle Data Guard and Oracle Standby is used in the latest release of DMS version 3.4.6, 
 version 3.4.7, and higher.

特定のテーブルリストを使用する場合は、レプリケーションテーブルごとに次の追加権限を付与します。

GRANT SELECT on any-replicated-table to db_user; 
                 

検証機能を使用して LOB 列を検証するには、次の追加の権限を付与します。

GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_CRYPTO TO db_user; 
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の代わりに Binary Reader を使用する場合は、 LogMiner次の追加の権限を付与します。

GRANT SELECT ON SYS.DBA_DIRECTORIES TO db_user; 
                 

ビューを公開するには、次の追加の権限を付与します。

GRANT SELECT on ALL_VIEWS to dms_user; 
                 

ビューを公開するには、ソースエンドポイントに追加のexposeViews=true接続属性も追加します。

Oracle スタンバイのオープントランザクションを処理するための前提条件

AWS DMSバージョン3.4.6以降を使用している場合は、次の手順を実行してOracle Standbyのオープント
ランザクションを処理します。

1. AWSDMS_DBLINKプライマリデータベースに、という名前のデータベースリンクを作成します。
DMS_USERデータベースリンクを使用してプライマリデータベースに接続します。データベースリン
クはスタンバイインスタンスから実行され、プライマリデータベースで実行されているオープントラ
ンザクションを照会することに注意してください。次の例を参照してください。

CREATE PUBLIC DATABASE LINK AWSDMS_DBLINK  
   CONNECT TO DMS_USER IDENTIFIED BY DMS_USER_PASSWORD
   USING '(DESCRIPTION= 
            (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=PRIMARY_HOST_NAME_OR_IP)(PORT=PORT)) 
            (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SID)) 
          )';          
         

2. 次の例に示すように、DMS_USERを使用してデータベースリンクへの接続が確立されていることを確
認します。

select 1 from dual@AWSDMS_DBLINK

AWS DMSを使用して CDC 用の Oracle 自己管理ソースデータベースの準備

次の手順を実行して、CDC タスクを実行するソースとして自己管理型 Oracle データベースを準備しま
す：

• AWS DMS がソースデータベースのバージョンに対応することを確認します (p. 168).
• ARCHIVELOG モードがオンになっていることを確認する (p. 169).
• サプリメンタル ロギングの設定 (p. 169).

AWS DMS がソースデータベースのバージョンに対応することを確認します

以下のようなクエリを実行して、現在のバージョンの Oracle ソースデータベースが AWS DMS でサポー
トされていることを確認します。

SELECT name, value, description FROM v$parameter WHERE name = 'compatible';

ここで name、value、および description は name の値に基づいてクエリされるデータベース内の任
意の列です。このクエリがエラーなしで実行された場合、AWS DMS は、データベースの現在のバージョ
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ンをサポートしており、移行が可能です。クエリでエラーが発生する場合、AWS DMS はこのバージョン
のデータベースをサポートしません。移行を続行するには、まず Oracle データベースを AWS DMS でサ
ポートされているバージョンに変換します。

ARCHIVELOG モードがオンになっていることを確認する

Oracle は、ARCHIVELOG モードと NOARCHIVELOG モードの 2 つの異なるモードで実行できます。CDC 
タスクを実行するには、ARCHIVELOG モードでデータベースを実行します。データベースが ARCHIVELOG
モードにあるかどうかを確認するため、次のクエリを実行します。

SQL> SELECT log_mode FROM v$database;

もし NOARCHIVELOG mode が返されれば、オラクルの命令に従ってデータベースを ARCHIVELOG に設定
します。

サプリメンタル ロギングの設定

進行中の変更をキャプチャするには、AWS DMS では、Oracle ソースデータベースで最小限のサプリメン
タル　ロギングを有効にする必要があります。さらに、データベース内のレプリケーションされた各テー
ブルでサプリメンタル ロギングを有効にする必要があります。

デフォルトで、AWS DMS はレプリケーションされたすべてのテーブルに PRIMARY KEY のサプリメンタ
ル ロギングを追加します。AWS DMS がPRIMARY KEY サプリメンタル ロギングを追加できるように、レ
プリケーションされたテーブルごとに次の権限を付与します。

ALTER on any-replicated-table;

デフォルト PRIMARY KEY サプリメンタル ログは追加接続属性 addSupplementalLogging を使用する 
AWS DMS によって無効にできます。詳細については、「Oracle をソースとして使用する場合のエンドポ
イント設定AWS DMS (p. 193)」を参照してください。

プライマリ キー列を参照しない WHERE 句を使用してレプリケーション タスクでテーブルを更新する場合
は、必ずサプリメンタル ログを有効にしてください。

サプリメンタル ログをマニュアルでセットアップするには

1. 次のクエリを実行して、データベースのサプリメンタル ログが有効になっていることを確認します。

SELECT supplemental_log_data_min FROM v$database;

返される結果が YES または IMPLICIT の場合は、データベースのサプリメンタル ログは有効です。

そうなっていなければ、次のコマンドを実行して、データベースのサプリメンタル ログを有効にしま
す。

ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;

2. 必要なサプリメンタル ログがレプリケートされたテーブルごとに追加されていることを確認します。

以下の点を考慮します。

• ALL COLUMNS サプリメンタル ログがテーブルに追加済みなら、その追加は不要です。
• プライマリキーが存在する場合は、プライマリキーのサプリメンタルロギングを追加します。これ

を行うには、プライマリキーにサプリメンタル ログを追加する形式を使用するか、サプリメンタル 
ログをデータベースのプライマリキー列に追加します。
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ALTER TABLE Tablename ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;

• プライマリキーが存在せず、テーブルに一意のインデックスが 1 つある場合、一意のインデックス
のすべての列をサプリメンタルログに追加します。

ALTER TABLE TableName ADD SUPPLEMENTAL LOG GROUP LogGroupName
 (UniqueIndexColumn1[, UniqueIndexColumn2] ...) ALWAYS;

SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE INDEX) COLUMNS を使用しても、一意のインデックス列
はログに追加されません。

• プライマリキーが存在せず、テーブルに一意のインデックスが複数存在する場合、AWS DMS はイ
ンデックス名をアルファベット順に並べた冒頭の一意インデックスを使用します。前の項目と同様
に、選択したインデックスの列にサプリメンタル ログを追加する必要があります。

SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE INDEX) COLUMNS を使用しても、一意のインデックス列
はログに追加されません。

• プライマリキーが存在せず、一意のインデックスがない場合は、すべての列にサプリメンタルロギ
ングを追加します。

ALTER TABLE TableName ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;

場合によっては、ターゲットテーブルのプライマリキーまたは一意のインデックスは、ソーステー
ブルのプライマリキーまたは一意のインデックスと異なります。その場合、ターゲット テーブルの
プライマリ キーまたは一意のインデックスを構成するソース テーブル列でサプリメンタル ログを
手動で追加します。

ターゲットテーブルのプライマリキーを変更する場合、ソースプライマリキーまたは一意のイン
デックスではなく、ターゲットの一意のインデックスの列にサプリメンタルロギングを追加する必
要があります。

テーブルにフィルターまたは変換が定義されている場合は、追加のロギングを有効にする必要がありま
す。

以下の点を考慮します。

• ALL COLUMNS サプリメンタル ログがテーブルに追加済みなら、その追加は不要です。
• テーブルに一意のインデックスやプライマリ キーがある場合、フィルターまたは変換に関係する列ごと

にサプリメンタル ログを追加します。ただし、これらの列がプライマリ キーまたは一意のインデックス
列と異なる場合にのみ行ってください。

• 変換で列が 1 つしか使用されない場合は、この列をサプリメンタル ログ グループに追加しないでくだ
さい。たとえば、変換 A+B の場合は、列 A と B の両方にサプリメンタルロギングを追加します。ただ
し、変換 substring(A,10) の場合、列 A にサプリメンタルロギングを追加しないでください。

• プライマリ キーや一意のインデックス列、フィルタリングまたは変換されるその他の列の両方にサプ
リメンタル ログを設定するには、USER_LOG_GROUP サプリメンタル ログを追加できます。プライマリ 
キー/一意のインデックス列、フィルタリングまたは変換されるその他の特定の列の両方にこのサプリメ
ンタル ログを追加します。

たとえば、TEST.LOGGING という名前のテーブルをプライマリ キー ID と列 NAME によるフィルターで
レプリケーションするには、次のようなコマンドを実行して、ロググループのサプリメンタル ログを作
成します。

ALTER TABLE TEST.LOGGING ADD SUPPLEMENTAL LOG GROUP TEST_LOG_GROUP (ID, NAME) ALWAYS;
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Oracle を使用して REDO LogMiner ログにアクセスする場合に必要なアカウント
権限

Oracle を使用して REDO ログにアクセスするには LogMiner、Oracle エンドポイント接続設定で指定され
ている Oracle ユーザーに次の権限を付与します。

GRANT EXECUTE on DBMS_LOGMNR to db_user;
GRANT SELECT on V_$LOGMNR_LOGS to db_user;
GRANT SELECT on V_$LOGMNR_CONTENTS to db_user;
GRANT LOGMINING to db_user; -– Required only if the Oracle version is 12c or later.

AWS DMS Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスする場合に必要なア
カウント権限

AWS DMS Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスするには、Oracle エンドポイント接続設定で
指定されている Oracle ユーザーに次の権限を付与します。

GRANT SELECT on v_$transportable_platform to db_user;   -– Grant this privilege if the redo 
 logs are stored in Oracle Automatic Storage Management (ASM) and AWS DMS accesses them 
 from ASM.
GRANT CREATE ANY DIRECTORY to db_user;                  -– Grant this privilege to allow 
 AWS DMS to use Oracle BFILE read file access in certain cases. This access is required 
 when the replication instance doesn't have file-level access to the redo logs and the redo 
 logs are on non-ASM storage.
GRANT EXECUTE on DBMS_FILE_TRANSFER to db_user;         -– Grant this privilege to copy the 
 redo log files to a temporary folder using the CopyToTempFolder method.
GRANT EXECUTE on DBMS_FILE_GROUP to db_user;

Binary Reader は、Oracle ディレクトリを含む Oracle ファイル機能で動作します。各 Oracle ディレ
クトリオブジェクトには、処理する REDO ログファイルが格納されているフォルダの名前が含まれま
す。これらの Oracle ディレクトリは、ファイルシステムレベルでは表されません。代わりに、これら
は Oracle データベースレベルで作成される論理ディレクトリとなります。これらのビューは、Oracle
ALL_DIRECTORIES ビューで表示できます。

AWS DMS でこれらの Oracle ディレクトリを作成する場合は、前に指定した CREATE ANY DIRECTORY
権限を付与します。AWS DMS は、DMS_ プレフィックスを持つディレクトリ名を作成します。CREATE 
ANY DIRECTORY 権限を付与しない場合は、対応するディレクトリを手動で作成します。このような場
合、Oracle ディレクトリを手動で作成すると、Oracle ソースエンドポイントで指定された Oracle ユー
ザーがこれらのディレクトリを作成したユーザーではない場合があります。このような場合は、READ on 
DIRECTORY 権限も付与します。

Oracle ソース エンドポイントが Active Dataguard Standby (ADG) にある場合は、AWS データベースブ ロ
グの[How to use Binary Reader with ADG] (ADG で Binary Reader を使用する方法) の投稿をご参照くださ
い。

Note

AWS DMS CDC は、自動 REDO トランスポート サービスを使用するように構成されていないア
クティブ データガード スタンバイをサポートしていません。

このような場合、Oracle 管理ファイル (OMF) を使用してログを保存することがあります。または、ソー
ス エンドポイントは ADG にあり、CREATE ANY DIRECTORY 権限を付与できません。このような場
合、AWS DMS レプリケーションタスクを開始する前に、考えられるすべてのログの場所を含むディレク
トリを手動で作成します。AWS DMS が予期した事前に作成されたディレクトリを見つけられない場合、
タスクは停止します。また、AWS DMS は ALL_DIRECTORIES ビューに作成したエントリを削除しないた
め、手動で削除します。
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Oracle ASM で Binary Reader の使用時に必要なアカウント権限

Binary Reader を使用して Automatic Storage Management (ASM) の REDO ログにアクセスするに
は、Oracle エンドポイント接続設定で指定された Oracle ユーザーに次の権限を付与します。

SELECT ON v_$transportable_platform
SYSASM -– To access the ASM account with Oracle 11g Release 2 (version 11.2.0.2) and later, 
 grant the Oracle endpoint user the SYSASM privilege. For older supported Oracle versions, 
 it's typically sufficient to grant the Oracle endpoint user the SYSDBA privilege.

ASM アカウントへのアクセスを検証するには、上記で指定された Oracle バージョンに応じて、コマンド 
プロンプトを開き、次のいずれかのステートメントを呼び出します。

SYSDBA 特権が必要な場合は、以下を使用します。

sqlplus asmuser/asmpassword@+asmserver as sysdba

SYSASM 特権が必要な場合は、以下を使用します。

sqlplus asmuser/asmpassword@+asmserver as sysasm

AWS DMS の CDC 用Binary Reader を使用したソースとしてのセルフ管理 
Oracle スタンバイの使用

CDC 用 Binary Reader を使用するときにソースとして Oracle Standby インスタンスを構成するには、次
の前提条件からスタートします：

• AWS DMS 現在、Oracle Active Data Guard スタンバイのみをサポートしています。
• Oracle Data Guard の構成で次のものが使用されていることを確認します：

• REDO データの自動転送用 REDO トランスポート サービス。
• サービスを適用して、スタンバイデータベースに REDO を自動的に適用します。

これらの要件が満たされていることを確認するには、次のクエリを実行します。

SQL> select open_mode, database_role from v$database;

そのクエリの出力から、スタンバイデータベースが読み取り専用モードで開かれ、やり直しが自動的に適
用されていることを確認します。例:

OPEN_MODE             DATABASE_ROLE
--------------------  ----------------
READ ONLY WITH APPLY  PHYSICAL STANDBY

CDC 用 Binary Reader を使用するときにソースとして Oracle スタンバイインスタンスを設定す
るには

1. スタンバイ ログファイルへのアクセスに必要な追加の権限を付与します。

GRANT SELECT ON v_$standby_log TO db_user;

2. AWS Management Console または AWS CLI を使用して、Oracle スタンバイのソースエンドポイント
を作成します。エンドポイントを作成する場合、次の追加の接続属性を指定します。
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useLogminerReader=N;useBfile=Y

Note

AWS DMSを使用する場合は、追加の接続属性を使用して、REDO ログではなくアーカイブ
ログから移行するかどうかを指定できます。詳細については、「Oracle をソースとして使用
する場合のエンドポイント設定AWS DMS (p. 193)」を参照してください。

3. アーカイブされたログの保存先を設定します。

ASMを使用しないOracleソース用のDMSバイナリ・リーダーは、Oracleディレクトリを使用してアー
カイブされたREDOログにアクセスします。データベースが Fast Recovery Area (FRA) をアーカイ
ブログの保存先として使用するように構成されている場合、アーカイブ REDO ファイルの場所は一
定ではありません。アーカイブされた REDO ログが毎日生成されるたびに、ディレクトリ名形式 
YYYY_MM_DD を使用して新しいディレクトリが FRA に作成されます。例:

DB_RECOVERY_FILE_DEST/SID/archivelog/YYYY_MM_DD

DMS が新しく作成された FRA ディレクトリ内のアーカイブ REDO ファイルにアクセスする必要があ
り、プライマリの読み取り/書き込みデータベースがソースとして使用されている場合、DMS は次の
ように Oracle ディレクトリを新規作成するか、既存の Oracle ディレクトリを置き換えます。

CREATE OR REPLACE DIRECTORY dmsrep_taskid AS ‘DB_RECOVERY_FILE_DEST/SID/archivelog/
YYYY_MM_DD’;

スタンバイデータベースがソースとして使用されている場合、データベースが読み取り専用モードに
なっているため、DMS は Oracle ディレクトリを作成または置換できません。ただし、次のいずれか
の追加手順を実行することもできます。

a. Oracle が毎日サブディレクトリを作成しないような構成では、FRAlog_archive_dest_id_1
の代わりに実際のパスを使用するように変更します。

ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1=’LOCATION=full directory path’

次に、DMS で使用する Oracle ディレクトリオブジェクトを作成します。

CREATE OR REPLACE DIRECTORY dms_archived_logs AS ‘full directory path’;

b. 追加のアーカイブログの宛先と、その宛先を指す Oracle ディレクトリオブジェクトを作成しま
す。例:

ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_3=’LOCATION=full directory path’;  
CREATE DIRECTORY dms_archived_log AS ‘full directory path’;

次に、タスクソースエンドポイントに接続属性を追加します。

archivedLogDestId=3

c. DMS で使用する Oracle ディレクトリオブジェクトを手動で事前に作成します。

CREATE DIRECTORY dms_archived_log_20210301 AS ‘DB_RECOVERY_FILE_DEST/SID/
archivelog/2021_03_01’;
CREATE DIRECTORY dms_archived_log_20210302 AS ‘DB_RECOVERY_FILE_DEST>/SID>/
archivelog/2021_03_02’;  
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...

d. 毎日実行される Oracle スケジューラジョブを作成し、必要なディレクトリを作成します。

Oracle クラウド・インフラストラクチャ（OCI）上のユーザー管理データベース
をCDCのソースとして使用するAWS DMS

ユーザー管理データベースは、仮想マシン (VM)、ベアメタル、またはExadataサーバー上に作成
されたOracleデータベースなど、構成および制御するデータベースです。または、Oracle Cloud 
Infrastructure（OCI）などの専用インフラストラクチャ上で実行される、構成および制御するデータベー
ス。次の情報では、OCI上のOracleユーザー管理データベースをの変更データキャプチャ（CDC）のソー
スとして使用する場合に必要な権限と構成について説明しますAWS DMS。

変更データキャプチャーのソースとして OCI がホストする Oracle データベースを設定するには

1. OCI上のユーザー管理Oracleソース・データベースに必要なユーザー・アカウント権限を付与しま
す。詳細については、セルフ管理 Oracle ソースエンドポイントのアカウント権限 (p. 167)。

2. Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスする場合に必要なアカウント権限。詳細について
は、Binary Reader の使用時に必要なアカウント権限 (p. 171)。

3. Oracle Automatic Storage Management (ASM) で Binary Reader の使用時に必要なアカウント権
限。詳細については、Oracle ASM で Binary Reader の使用時に必要なアカウント権限 (p. 172)。

4. サプリメンタルロギングを設定します。詳細については、サプリメンタルロギングの設定を参照して
ください (p. 169)。

5. TDE 暗号化を設定します。詳細については、「Oracle データベースをソースエンドポイントとして使
用する場合の暗号化方法 (p. 187)」を参照してください。

Oracle クラウド・インフラストラクチャ（OCI）上の Oracle ソース・データベースからデータをレプリ
ケートする場合、次の制限が適用されます。

制限事項

• DMS では、Oracle LogMiner を使用して REDO ログにアクセスすることはできません。
• DMS は自律型 DB をサポートしていません。

AWS が管理する Oracle データベースを AWS DMSのソースとし
て使用する
AWSが管理するデータベースは Amazon RDS、 Amazon Aurora、Amazon S3 などの Amazon のサービ
スにあるデータベースです。AWS が管理する Oracle データベースを使 AWS DMS と用するときにセット
アップする必要がある権限と設定を以下に示します。

AWS が管理する Oracle ソースで AWS DMS のために必要なユーザーアカウント
権限

Oracle ソース エンドポイント定義で指定された Oracle ユーザーアカウントに、以下の権限を付与しま
す。

Important

db_user や any-replicated-table などすべてのパラメータ値では、大文字と小文字を区
別する識別子を使用して値を指定しない限り、Oracle は値をすべて大文字と見なします。たと
えば、CREATE USER myuser または CREATE USER MYUSER のように引用符を使用しない
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db_user の値を作成するとします。この場合、Oracle は値をすべて大文字 (MYUSER) として識別
して格納します。CREATE USER "MyUser"やCREATE USER 'MyUser'のように引用符を使用
すると、Oracle は、指定した大文字と小文字を区別する値を識別して格納します (MyUser)。

GRANT CREATE SESSION to db_user;
GRANT SELECT ANY TRANSACTION to db_user;
GRANT SELECT on DBA_TABLESPACES to db_user;
GRANT SELECT ON any-replicated-table to db_user;
GRANT EXECUTE on rdsadmin.rdsadmin_util to db_user; 
 -- For Oracle 12c or later:
GRANT LOGMINING to db_user; – Required only if the Oracle version is 12c or later.

さらに、SELECT と EXECUTE のアクセス許可を次のように Amazon RDS 手順
rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object を使用して SYS オブジェクトに付与します。詳細に
ついては、「SYS オブジェクトへの SELECT または EXECUTE 権限の付与」をご参照ください。

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_VIEWS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_TAB_PARTITIONS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_INDEXES', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_OBJECTS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_TABLES', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_USERS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_CATALOG', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_CONSTRAINTS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_CONS_COLUMNS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_TAB_COLS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_IND_COLUMNS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_LOG_GROUPS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVED_LOG', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOG', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGFILE', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATABASE', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$THREAD', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$PARAMETER', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$NLS_PARAMETERS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TIMEZONE_NAMES', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TRANSACTION', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$CONTAINERS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_REGISTRY', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('OBJ$', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_ENCRYPTED_COLUMNS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGMNR_LOGS', 'db_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGMNR_CONTENTS','db_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_LOGMNR', 'db_user', 'EXECUTE');

-- (as of Oracle versions 12.1 and later)
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('REGISTRY$SQLPATCH', 'db_user', 'SELECT');

-- (for Amazon RDS Active Dataguard Standby (ADG))
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$STANDBY_LOG', 'db_user', 'SELECT');  

-- (for transparent data encryption (TDE))

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ENC$', 'db_user', 'SELECT');  
                
-- (for validation with LOB columns)
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_CRYPTO', 'db_user', 'EXECUTE'); 
                     
-- (for binary reader)
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_DIRECTORIES','db_user','SELECT');  
                     
-- Required when the source database is Oracle Data guard, and Oracle Standby is used in 
 the latest release of DMS version 3.4.6, version 3.4.7, and higher.
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exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATAGUARD_STATS', 'db_user', 'SELECT'); 
                     
                 

AWS DMS で Amazon RDS アクティブデータガードスタンバイ (ADG) の使用の詳細については、「AWS 
DMS の CDC 用 Binary Reader を使用したソースとして Amazon RDS Oracle スタンバイ(リードレプリ
カ)を使用する (p. 178)」をご参照ください。

AWS DMS で Oracle TDE を使用する方法の詳細については、「AWS DMS のソースとして Oracle を使用
するためにサポートされている暗号化方法 (p. 187)」をご参照ください。

Oracle スタンバイのオープントランザクションを処理するための前提条件

AWS DMSバージョン3.4.6以降を使用している場合は、次の手順を実行してOracle Standbyのオープント
ランザクションを処理します。

1. AWSDMS_DBLINKプライマリデータベースに、という名前のデータベースリンクを作成します。
DMS_USERデータベースリンクを使用してプライマリデータベースに接続します。データベースリン
クはスタンバイインスタンスから実行され、プライマリデータベースで実行されているオープントラ
ンザクションを照会することに注意してください。次の例を参照してください。

CREATE PUBLIC DATABASE LINK AWSDMS_DBLINK  
   CONNECT TO DMS_USER IDENTIFIED BY DMS_USER_PASSWORD
   USING '(DESCRIPTION= 
            (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=PRIMARY_HOST_NAME_OR_IP)(PORT=PORT)) 
            (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SID)) 
          )';          
         

2. 次の例に示すように、DMS_USERを使用してデータベースリンクへの接続が確立されていることを確
認します。

select 1 from dual@AWSDMS_DBLINK

AWS DMS 用に AWS が管理する Oracle ソースを設定する

AWS が管理する Oracle データベースを AWS DMSのソースとして使用する前に、Oracle データベースに
対して次のタスクを実行します。

• 自動バックアップを有効化します。自動バックアップの有効化の詳細については、Amazon RDS ユー
ザーガイド の「自動バックアップの有効化」をご参照ください。

• サプリメンタルロギングをセットアップします。
• アーカイブを設定します。Amazon RDS for Oracle DB インスタンスのREDO ログをアーカイブすると

AWS DMS、Oracle LogMiner またはBinary Reader を使用してログ情報を取得できます。

アーカイブを設定するには

1. rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration コマンドを実行してアーカイブをセットアップ
します。

たとえば、アーカイブされた REDO ログを 24 時間保持するには、次のコマンドを実行します。

exec rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archivelog retention hours',24);
commit;                       
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Note

変更を反映するにはコミットが必要です。
2. 指定された保持期間中、アーカイブされた REDO ログのための十分な容量がストレージにあることを

確認します。たとえば、保持期間が 24 時間の場合は、通常のトランザクション処理時間における累
積アーカイブ REDO ログの合計サイズを計算し、その合計に 24 を掛けます。この計算された 24 時
間の合計と、使用可能なストレージ容量を比較し、24 時間のトランザクション処理を処理するのに十
分なストレージ領域があるかどうかを判断します。

サプリメンタルロギングをセットアップするには

1. データベース レベルでサプリメンタル ログを有効にするには、次のコマンドを実行します。

exec rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging('ADD');

2. 次のコマンドを実行してプライマリ キー列のサプリメンタル ログを有効にします。

exec rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging('ADD','PRIMARY KEY');

3. (オプション) テーブル レベルでキーレベルのサプリメンタル ログを有効にします。

キーレベルのサプリメンタル ログを有効にすると、ソースデータベースで多少のオーバーヘッドが生
じます。したがって、テーブルのサブセットのみを移行する場合は、テーブルレベルでのサプリメン
タル ログを有効にすることをお勧めします。キーレベルのサプリメンタル ログをテーブル レベルで
有効にするには、次のコマンドを使用します。

alter table table_name add supplemental log data (PRIMARY KEY) columns;

AWS DMS 用に RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC 
タスクを構成する

CDC 用 Binary Reader を使用して、ソース Amazon RDS for Oracle インスタンスの REDO ログにアクセ
スするように AWS DMSをセットアップできます。

Note

Oracle を使用するには LogMiner、最低限必要なユーザーアカウント権限で十分です。詳細につ
いては、「AWS が管理する Oracle ソースで AWS DMS のために必要なユーザーアカウント権
限 (p. 174)」を参照してください。

AWS DMS Binary Reader を使用するには、AWS DMS バージョンに応じて、Oracle ソースエンドポイン
トの追加設定と追加の接続属性を指定します。

Binary Reader のサポートは、Amazon RDS for Oracle の次のバージョンで利用できます。

• Oracle 11.2 – バージョン 11.2.0.4V11 以降
• Oracle 12.1 – バージョン 12.1.0.2.V7 以降
• Oracle 12.2 – すべてのバージョン
• Oracle 18.0 – すべてのバージョン
• Oracle 19.0 – すべてのバージョン
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Binary Reader を使用して CDC を設定するには

1. Amazon RDS for Oracle ソース データベースにマスターユーザーとしてログインし、次のストアド プ
ロシージャを実行してサーバーレベル ディレクトリを作成します。

exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archivelog_dir;
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_onlinelog_dir;

2. Oracle ユーザーアカウントに、Oracle ソース エンドポイントにアクセスするための以下の権限を付
与します。

GRANT READ ON DIRECTORY ONLINELOG_DIR TO db_user;
GRANT READ ON DIRECTORY ARCHIVELOG_DIR TO db_user;

3. Amazon RDS Oracle ソースエンドポイントで、次の追加の接続属性を設定します。

• RDS Oracle バージョン 11.2 と 12.1 では、次のように設定します。

useLogminerReader=N;useBfile=Y;accessAlternateDirectly=false;useAlternateFolderForOnline=true;
oraclePathPrefix=/rdsdbdata/db/{$DATABASE_NAME}_A/;usePathPrefix=/rdsdbdata/
log/;replacePathPrefix=true;

• RDS Oracle バージョン 12.2、18.0、19.0 では、次のように設定します。

useLogminerReader=N;useBfile=Y

Note

複数の属性設定には、セミコロン区切り文字 (;) の後に空白を含めることはできません、例えば
oneSetting;thenAnother。

CDC タスクの設定の詳細については、「Oracle ソース データベースでの CDC の設定 (p. 164)」をご参
照ください。

AWS DMS の CDC 用 Binary Reader を使用したソースとして Amazon RDS 
Oracle スタンバイ(リードレプリカ)を使用する

AWS DMS で CDC 用 Binary Reader を使用する場合は、ソースとして Amazon RDS for Oracle スタンバ
イを使用するための次の前提条件を確認します:

• Oracle マスターユーザーを使用して、 Binary Reader を設定します。
• AWS DMS は現在、Oracle アクティブ データ ガード スタンバイの使用のみをサポートしていることを

覚えておいてください。

その後、CDC 用 Binary Reader を使用するときに、次の手順に従ってソースとして RDS for Oracle スタ
ンバイを使用します。

CDC 用 Binary Reader を使用するときにソースとして RDS for Oracle スタンバイを設定するには

1. RDS for Oracle プライマリ レプリカにマスターユーザーとしてサインインします。
2. Amazon RDS ユーザーガイドに記載されている次のストアドプロシージャを実行して、サーバーレベ

ル ディレクトリを作成します。

exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archivelog_dir;
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_onlinelog_dir;
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3. ステップ 2 で作成したディレクトリを特定します。

SELECT directory_name, directory_path FROM all_directories
WHERE directory_name LIKE ( 'ARCHIVELOG_DIR_%' ) 
        OR directory_name LIKE ( 'ONLINELOG_DIR_%' )

たとえば、前述のコードでは、次のようなディレクトリの一覧が表示されます。

4. Oracle スタンバイにアクセスするために使用する Oracle ユーザーアカウントに対する前述のディレ
クトリに対する Read の権限を許可します。

GRANT READ ON DIRECTORY ARCHIVELOG_DIR_A TO db_user;
GRANT READ ON DIRECTORY ARCHIVELOG_DIR_B TO db_user;
GRANT READ ON DIRECTORY ONLINELOG_DIR_A TO db_user;
GRANT READ ON DIRECTORY ONLINELOG_DIR_B TO db_user;

5. プライマリ インスタンスでアーカイブ ログ スイッチを実行します。これを行う
と、ALL_DIRECTORIES の変更が Oracle スタンバイにも移植されることを確認します。

6. ALL_DIRECTORIES Oracle Standby でクエリを実行して、変更が適用されたことを確認します。
7. AWS DMSマネジメントコンソールまたはAWS Command Line Interface(AWS CLI)を使用し

て、Oracle スタンバイのソース エンドポイントを作成します。エンドポイントの作成時に、次の追加
の接続属性を指定します。

useLogminerReader=N;useBfile=Y;archivedLogDestId=1;additionalArchivedLogDestId=2

8. エンドポイントを作成したら、エンドポイント接続のテストでエンドポイントの作成コンソールの
ページまたは AWS CLI test-connection コマンドを使用して、接続が確立されていることを確認
します。

Oracle を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限
Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用する場合は、以下の制限が適用されます。

• AWS DMSは、AWS DMSバージョン 3.5.0 以降の Oracle 拡張データ型をサポートします。
• AWS DMS は長いオブジェクト名 (30 バイト以上) をサポートしていません。
• AWS DMS は関数ベースのインデックスをサポートしていません。
• サプリメンタル ログを管理し、いずれかの列で変換を実行する場合は、すべてのフィールドと列でサプ

リメンタル ログが有効になっていることを確認してください。サプリメンタル ログの設定の詳細につい
ては、以下のトピックをご参照ください：
• セルフ管理 Oracle ソースデータベースについては、「サプリメンタル ロギングの設定 (p. 169)」を

ご参照ください。
• AWS 管理 Oracle ソースデータベースについては 「AWS DMS 用に AWS が管理する Oracle ソース

を設定する (p. 176)」をご参照ください。
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• AWS DMS は、マルチテナント コンテナ root データベース (CDB$ROOT) をサポートしていません。し
かし、Binary Reader を使用した PDB をサポートしています。

• AWS DMS は遅延制約をサポートしていません。
• セキュア LOB は、LOB ルックアップを実行することによってのみフル LOB モードを使用してサポート

されます。
• AWS DMS では、対応しているすべての Oracle バージョン 11 以降の rename table table-name
to new-table-name 構文がサポートされています。この構文は Oracle バージョン 10 ソースデータ
ベースではサポートされていません。

• AWS DMS は DDL ステートメント ALTER TABLE ADD column data_type DEFAULT
default_value の結果をレプリケートしません。ターゲットに default_value をレプリケートする
代わりに、新しい列を NULL に設定します。

• AWS DMSバージョン 3.4.7 以降を使用している場合、パーティションまたはサブパーティション操作の
結果生じた変更を複製するには、DMS タスクを開始する前に次の操作を行います。
• 分割テーブル構造 (DDL) を手動で作成します。
• DDL が Oracle ソースと Oracle ターゲットの両方で同じであることを確認してください。
• 追加の接続属性を設定しますenableHomogenousPartitionOps=true。

enableHomogenousPartitionOps の詳細については、「Oracle をソースとして使用する場合のエ
ンドポイント設定AWS DMS (p. 193)」を参照してください。また、FULL+CDC タスクでは、DMS 
はキャッシュされた変更の一部としてキャプチャされたデータ変更を複製しないことに注意してくださ
い。その場合は、Oracle ターゲットでテーブル構造を再作成し、問題のテーブルを再ロードします。

AWS DMSバージョン 3.4.7 より前:

DMS は、パーティションまたはサブパーティション操作 (、ADDDROPEXCHANGE、およびTRUNCATE) に
よるデータ変更を複製しません。このような更新により、レプリケーション中に次のエラーが発生する
可能性があります：
• ADD オペレーションの場合、追加されたデータの更新と削除により、「影響を受ける行は 0 です」と

いう警告が表示されることがあります。
• DROP および TRUNCATE オペレーションの場合、新しい挿入によって「重複」エラーが発生する可能

性があります。
• EXCHANGE オペレーションは、「影響を受ける行は 0 です」警告と「重複」エラーの両方が発生する

可能性があります。

パーティションオペレーションまたはサブパーティションオペレーションによる変更をレプリケートす
るには、対象のテーブルをリロードします。新しい空のパーティションを追加した後、新しく追加され
たテーブルに対するオペレーションは、通常どおりターゲットへのレプリケーションとなります。

• AWS DMS3.4 以前のバージョンでは、CREATE TABLE ASソースでステートメントを実行した結果生じ
るターゲットでのデータ変更に対応していません。ただし、新しいテーブルがターゲットで作成されま
す。

• AWS DMS は、テーブルのメタデータや OBJECT_ID フィールドなど、Oracle DBMS_REDEFINITION
パッケージによって行われた変更をキャプチャしません。

• AWS DMS は、空の BLOB 列と CLOB 列をターゲットの NULL にマッピングします。
• Oracle 11で変更をキャプチャすると LogMiner、文字列長が1982を超えるCLOBカラムの更新は失わ

れ、ターゲットは更新されません。
• 変更データキャプチャ (CDC) の間は、AWS DMS は、プライマリキーとして定義された数値列に対する

バッチ更新をサポートしません。
• AWS DMS は特定の UPDATE コマンドをサポートしていません。次の例は、サポートされていない
UPDATE コマンドです。

UPDATE TEST_TABLE SET KEY=KEY+1;

ここで、TEST_TABLE はテーブル名であり、KEY は、プライマリキーとして定義された数値列です。
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• AWS DMSLONG および LONG RAW カラムを読み込むためのフル LOB モードはサポートしていませ
ん。代わりに、制限付き LOB モードを使用してこれらのデータ型を Oracle ターゲットに移行できま
す。制限付き LOB モードでは、LONG または LONGAWS DMS に設定したデータを 64 KB に切り捨
て、64 KB より長い RAW 列に切り捨てます。

• AWS DMSXMLTYPE 列を読み込むためのフル LOB モードはサポートしていません。代わりに、制限付
き LOB モードを使用して XMLTYPE 列を Oracle ターゲットに移行できます。制限付き LOB モードで
は、DMS はユーザ定義の「最大 LOB サイズ」変数を超えるデータをすべて切り捨てます。「最大 LOB 
サイズ」の最大推奨値は 100 MB です。

• AWS DMS は、名前にアポストロフィを含むテーブルをレプリケートしません。
• AWS DMSマテリアライズドビューからの CDC をサポートします。しかし、DMS は他のどの観点から

も CDC をサポートしていません。
• AWS DMS では、オーバーフローセグメントがあるインデックスで整理されるテーブルについて CDC 

に対応しません。
• Oracle LogMiner を使用して REDO ログにアクセスする場合、AWS DMS次の制限があります。

• Oracle 12 の場合のみ、AWS DMS は LOB 列への変更をレプリケートしません。
• すべての Oracle バージョンで、AWS DMS は、XMLTYPE および LOB 列 の UPDATE オペレーション

の結果をレプリケートしません。
• AWS DMSでは、Oracle を使用している間は、レプリケーションでの XA トランザクションに対応し

ません LogMiner。
• Oracle では、プラグイン可能なデータベース (PDB) LogMiner への接続に対応していません。PDB に

接続するには、Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスします。
• スペースの縮小操作はサポートされていません。

• Binary Reader を使用する場合、AWS DMS には次の制限があります。
• テーブルクラスターはサポートされていません。
• テーブルレベルでの SHRINK SPACE オペレーションのみがサポートされます。このレベルには、フ

ルテーブル、パーティション、およびサブパーティションが含まれます。
• キー圧縮によるインデックス構成表への変更はサポートされません。
• RAW デバイスでのオンライン REDO ログの実装はサポートされていません。
• Oracle の RDS for Oracle は、TDE 暗号化キーのウォレットパスワード取得をサポートしていないた

め、Binary Reader は、自己管理 Oracle データベースに対してのみ TDE をサポートします。
• AWS DMS では、Oracle Automatic Storage Management (ASM) プロキシを使用した Amazon RDS 

Oracle ソースへの接続はサポートされません。
• AWS DMS では仮想列がサポートされていません。
• AWS DMSROWIDROWID 列に基づくデータ型またはマテリアライズドビューをサポートしていません。

AWS DMSOracle マテリアライズドビューを部分的にサポートしています。フルロードの場合、DMSは
Oracleマテリアライズドビューのフルロードコピーを作成できます。DMS は、マテリアライズドビュー
をベーステーブルとしてターゲットシステムにコピーし、マテリアライズドビューの ROWID 列をす
べて無視します。継続的なレプリケーション (CDC) では、DMS は変更をマテリアライズド・ビュー・
データにレプリケートしようとしますが、結果は理想的ではない可能性があります。具体的には、マテ
リアライズドビューが完全に更新されると、DMS はすべての行を個別に削除してから、すべての行を
個別に挿入します。これは非常にリソースを大量に消費する作業であり、行数が多いマテリアライズド
ビューではパフォーマンスが低下する可能性があります。マテリアライズドビューが高速更新を行う継
続的なレプリケーションでは、DMS は高速更新データの変更を処理して複製しようとします。いずれの
場合も、DMS はマテリアライズドビューの ROWID 列をすべてスキップします。

• AWS DMS はグローバル一時テーブルをロードまたはキャプチャしません。
• レプリケーションを使用する S3 ターゲットでは、ソース行の更新がすべての列の値を取得できるよう

に、どの列でもサプリメンタル ログを有効にします。以下に例 alter table yourtablename add 
supplemental log data (all) columns; を示します。

• null を含む複合一意キーを持つ行の更新はターゲットでレプリケーション不可です。
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• AWS DMS は、同じソース エンドポイントでの複数の Oracle TDE 暗号化キーの使用をサポートしてい
ません。各エンドポイントは、TDE 暗号化キー名「securityDbEncryptionName」に対して属性を 1 
つ、またこのキーの TDE パスワードが 1 つ持つことができます。

• Amazon RDS for Oracle からのレプリケーションでは、TDE は暗号化されたテーブルスペースと Oracle 
を使用した場合にのみサポートされます LogMiner。

• AWS DMSは、複数のテーブル名変更操作を連続して行うことはサポートしていません。
• Oracle 19.0 をソースとして使用する場合、AWS DMS次の機能はサポートされていません。

• データガード DML リダイレクト
• パーティション化された Hybrid テーブル
• スキーマのみの Oracle アカウント

• AWS DMSBIN$またはタイプのテーブルまたはビューの移行はサポートしていませんDR$。
• Oracle 18.x 以降では、Oracle Express Edition (Oracle Database XE) からの変更データキャプチャ 

(CDC)AWS DMS はサポートされていません。
• CHAR 列からデータを移行する場合、DMS は末尾のスペースをすべて切り捨てます。
• AWS DMS仮想プライベートデータベース (VPD) をサポートしていません。
• AWS DMSアプリケーションコンテナからのレプリケーションはサポートしていません。
• AWS DMSは、Oracle フラッシュバックデータベースと復元ポイントの実行をサポートしていません。

これらの操作は Oracle REDO ログファイルの整合性に影響するためです。
• parallelINSERT 実行オプションを使用したダイレクトロードプロシージャは、次の場合にはサポートさ

れません。
• 255 列を超える非圧縮テーブル
• 行サイズが8Kを超えています
• エクサデータ HCC テーブル

• 主キーもユニークキーもないソーステーブルでは、ALL COLUMN の補足ロギングを有効にする必要が
あります。これにより、REDO ログアクティビティが増え、DMS CDC の待ち時間が長くなる可能性が
あります。

• AWS DMSソースデータベースの非表示列からデータを移行しません。これらの列を移行範囲に含める
には、ALTER TABLEステートメントを使用してこれらの列を表示してください。

Oracle エンドポイントでの SSL のサポート
AWS DMS Oracle エンドポイントは、none および verify-ca SSL モードの SSL V3 をサポートしま
す。Oracle エンドポイントで SSL を使用するには、.pem 証明書ファイルの代わりにエンドポイント用の 
Oracle ウォレットをアップロードします。

トピック
• Oracle SSL への既存の証明書の使用 (p. 182)
• Oracle SSL への自己署名証明書の使用 (p. 183)

Oracle SSL への既存の証明書の使用

既存の Oracle クライアントインストールを使用して CA 証明書ファイルから Oracle ウォレットファイル
を作成するには、以下の手順を実行します。

AWS DMS で Oracle SSL に既存の Oracle クライアントインストールを使用するには

1. 以下のコマンドを実行して、ORACLE_HOME システム変数を dbhome_1 ディレクトリの場所に設定し
ます。
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prompt>export ORACLE_HOME=/home/user/app/user/product/12.1.0/dbhome_1                   
       

2. $ORACLE_HOME/lib を LD_LIBRARY_PATH システム変数に追加します。

prompt>export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib                         

3. $ORACLE_HOME/ssl_wallet に Oracle Wallet のディレクトリを作成します。

prompt>mkdir $ORACLE_HOME/ssl_wallet

4. CA 証明書ファイル .pem を ssl_wallet ディレクトリに配置します。Amazon RDS を使用する場合
は、Amazon RDS によってホストされる rds-ca-2015-root.pem ルート CA 証明書ファイルをダ
ウンロードできます。このファイルのダウンロード方法については、Amazon RDS ユーザーガイド の
「SSL/TLS を使用した DB インスタンス接続の暗号化」をご参照ください。

5. 以下のコマンドを実行して Oracle Wallet を作成します。

prompt>orapki wallet create -wallet $ORACLE_HOME/ssl_wallet -auto_login_only
prompt>orapki wallet add -wallet $ORACLE_HOME/ssl_wallet -trusted_cert -cert  
   $ORACLE_HOME/ssl_wallet/ca-cert.pem -auto_login_only                             
                         

ここまでの手順を完了したら、ImportCertificate API コールで certificate-wallet パラメータを指定し
てウォレットファイルをインポートできます。Oracle エンドポイントの作成または変更時に SSL モード
として verify-ca を選択すると、インポートされたウォレット証明書を使用できます。

Note

Oracle ウォレットはバイナリファイルです。AWSDMS はこれらのファイルをそのまま使用しま
す。

Oracle SSL への自己署名証明書の使用
Oracle SSL に自己署名証明書を使用するには、oracle123 の Oracle ウォレットパスワードを次のように
仮定して、次のステップを実行します。

AWS DMS で Oracle SSL に自己署名証明書を使用するには

1. 自己署名証明書で使用するディレクトリを作成します。

mkdir -p /u01/app/oracle/self_signed_cert

2. 前の手順で作成したディレクトリに移動します。

cd /u01/app/oracle/self_signed_cert

3. ルートキーを作成します。

openssl genrsa -out self-rootCA.key 2048

4. 前の手順で作成したルートキーを使用して、ルート証明書に自己署名します。

openssl req -x509 -new -nodes -key self-rootCA.key  
        -sha256 -days 3650 -out self-rootCA.pem
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次のような、入力パラメーターを使用します。

• Country Name (2 letter code) [XX]、例えば:AU
• State or Province Name (full name) []、例えば:NSW
• Locality Name (e.g., city) [Default City]、例えば:Sydney
• Organization Name (e.g., company) [Default Company Ltd]、例え

ば:AmazonWebService
• Organizational Unit Name (e.g., section) []、例えば:DBeng
• Common Name (e.g., your name or your server's hostname) []、例えば:aws
• Email Address []、例えば:abcd.efgh@amazonwebservice.com

5. Oracle データベース用の Oracle ウォレットディレクトリを作成します。

mkdir -p /u01/app/oracle/wallet

6. 新しい Oracle ウォレットを作成します。

orapki wallet create -wallet "/u01/app/oracle/wallet" -pwd oracle123 -auto_login_local

7. Oracle ウォレットにルート証明書を追加します。

orapki wallet add -wallet "/u01/app/oracle/wallet" -pwd oracle123 -trusted_cert  
-cert /u01/app/oracle/self_signed_cert/self-rootCA.pem

8. Oracle ウォレットの内容のリストを表示します。リストにはルート証明書が含まれます。

orapki wallet display -wallet /u01/app/oracle/wallet -pwd oracle123

たとえば、次のような表示となることがあります。

Requested Certificates:
User Certificates:
Trusted Certificates:
Subject:        CN=aws,OU=DBeng,O= AmazonWebService,L=Sydney,ST=NSW,C=AU

9. ORAPKI ユーティリティを使用して証明書署名リクエスト (CSR) を生成します。

orapki wallet add -wallet "/u01/app/oracle/wallet" -pwd oracle123  
-dn "CN=aws" -keysize 2048 -sign_alg sha256

10. 以下のコマンドを実行します。

openssl pkcs12 -in /u01/app/oracle/wallet/ewallet.p12 -nodes -out /u01/app/oracle/
wallet/nonoracle_wallet.pem

これにより次のような出力が生成されます。

Enter Import Password:
MAC verified OK
Warning unsupported bag type: secretBag

11. 共通名として「dms」を指定します。

openssl req -new -key /u01/app/oracle/wallet/nonoracle_wallet.pem -out certdms.csr
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次のような、入力パラメーターを使用します。

• Country Name (2 letter code) [XX]、例えば:AU
• State or Province Name (full name) []、例えば:NSW
• Locality Name (e.g., city) [Default City]、例えば:Sydney
• Organization Name (e.g., company) [Default Company Ltd]、例え

ば:AmazonWebService
• Organizational Unit Name (e.g., section) []、例えば:aws
• Common Name (e.g., your name or your server's hostname) []、例えば:aws
• Email Address []、例えば:abcd.efgh@amazonwebservice.com

これがステップ 4 と同じでないことを確認してください。たとえば、組織単位名を図のように別の名
前に変更することで、これを行うことができます。

証明書要求とともに送信する追加属性を入力します。

• A challenge password []、例えば:oracle123
• An optional company name []、例えば:aws

12. 証明書の署名を取得します。

openssl req -noout -text -in certdms.csr | grep -i signature

この投稿の署名キーは sha256WithRSAEncryption となります。
13. 次のコマンドを実行して、証明書 (.crt) ファイルを生成します。

openssl x509 -req -in certdms.csr -CA self-rootCA.pem -CAkey self-rootCA.key  
-CAcreateserial -out certdms.crt -days 365 -sha256

これにより次のような出力が生成されます。

Signature ok
subject=/C=AU/ST=NSW/L=Sydney/O=awsweb/OU=DBeng/CN=aws
Getting CA Private Key

14. 証明書をウォレットに追加します。

orapki wallet add -wallet /u01/app/oracle/wallet -pwd oracle123 -user_cert -cert 
 certdms.crt

15. ウォレットを見る。エントリが 2 つあるはずです。次のコードが表示されます。

orapki wallet display -wallet /u01/app/oracle/wallet -pwd oracle123

16. sqlnet.ora ファイル ($ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora) を設定します。

WALLET_LOCATION = 
   (SOURCE = 
     (METHOD = FILE) 
     (METHOD_DATA = 
       (DIRECTORY = /u01/app/oracle/wallet/) 
     ) 
   )  

SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE)
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SSL_VERSION = 1.0
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_CIPHER_SUITES = (SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA)

17. Oracle リスナーを停止します。

lsnrctl stop

18. listener.ora ファイル ($ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora) に SSL のエントリを
追加します。

SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
WALLET_LOCATION = 
  (SOURCE = 
    (METHOD = FILE) 
    (METHOD_DATA = 
      (DIRECTORY = /u01/app/oracle/wallet/) 
    ) 
  )

SID_LIST_LISTENER = 
 (SID_LIST = 
  (SID_DESC = 
   (GLOBAL_DBNAME = SID) 
   (ORACLE_HOME = ORACLE_HOME) 
   (SID_NAME = SID) 
  ) 
 )

LISTENER = 
  (DESCRIPTION_LIST = 
    (DESCRIPTION = 
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1521)) 
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1522)) 
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) 
    ) 
  )

19. tnsnames.ora ファイル ($ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora) を設定します。

<SID>=
(DESCRIPTION= 
        (ADDRESS_LIST =  
                (ADDRESS=(PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1521)) 
        ) 
        (CONNECT_DATA = 
                (SERVER = DEDICATED) 
                (SERVICE_NAME = <SID>) 
        )
)

<SID>_ssl=
(DESCRIPTION= 
        (ADDRESS_LIST =  
                (ADDRESS=(PROTOCOL = TCPS)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1522)) 
        ) 
        (CONNECT_DATA = 
                (SERVER = DEDICATED) 
                (SERVICE_NAME = <SID>) 
        )
)

20. Oracle リスナーを再起動します。
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lsnrctl start

21. Oracle リスナーの状態を表示します。

lsnrctl status

22. sqlplus と SSL tnsnames エントリを使用して、localhost からデータベースへの SSL 接続をテストし
ます。

sqlplus -L ORACLE_USER@SID_ssl

23. SSL を使用して正常に接続したことを確認します。

SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'network_protocol') FROM DUAL;

SYS_CONTEXT('USERENV','NETWORK_PROTOCOL')
--------------------------------------------------------------------------------
tcps

24. 現在のディレクトリを自己署名証明書のあるディレクトリに変更します。

cd /u01/app/oracle/self_signed_cert

25. AWS DMS で使用される新しいクライアント Oracle ウォレットを作成します。

orapki wallet create -wallet ./ -auto_login_only

26. Oracle ウォレットに自己署名証明書を追加します。

orapki wallet add -wallet ./ -trusted_cert -cert self-rootCA.pem -auto_login_only

27. AWS DMS で使用される Oracle ウォレットの内容のリストを表示します。リストには自己署名証明書
が含まれます。

orapki wallet display -wallet ./

これにより次のような出力が生成されます。

Trusted Certificates:
Subject:        CN=aws,OU=DBeng,O=AmazonWebService,L=Sydney,ST=NSW,C=AU

28. 作成した Oracle ウォレットを AWS DMS にアップロードします。

AWS DMS のソースとして Oracle を使用するためにサポートさ
れている暗号化方法
次の表に、Oracle ソースデータベースの操作時に AWS DMS がサポートする透過的データ暗号化 (TDE) 
方法を示します。

REDO ログのアクセス方法 TDE テーブルスペース TDE 列

オラクル LogMiner はい はい

Binary Reader はい はい
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AWS DMS では、Binary Reader を使用する場合、Oracle TDE は列レベルとテーブルスペースレベルの両
方をサポートしています。AWS DMS で TDE 暗号化を使用するには、まず、TDE 暗号化キーと TDE パス
ワードが格納されている Oracle ウォレットの場所を特定します。次に、Oracle ソース エンドポイントの
正しい TDE 暗号化キーとパスワードを特定します。

TDE 暗号化の暗号化キーとパスワードを識別して指定するには

1. 次のクエリを実行して、Oracle データベースホスト上の Oracle 暗号化ウォレットを検索します。

SQL> SELECT WRL_PARAMETER FROM V$ENCRYPTION_WALLET;

WRL_PARAMETER
--------------------------------------------------------------------------------
/u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/

ここでは /u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/ がウォレットの場所です。
2. この値を返すものに応じて、次のいずれかの暗号化オプションを使用してマスター キー ID を取得し

ます。

a. テーブルレベルまたは列レベルの暗号化の場合は、次のクエリを実行します。

SQL> SELECT OBJECT_ID FROM ALL_OBJECTS  
WHERE OWNER='DMS_USER' AND OBJECT_NAME='TEST_TDE_COLUMN' AND OBJECT_TYPE='TABLE';

OBJECT_ID
---------------
81046
SQL> SELECT MKEYID FROM SYS.ENC$ WHERE OBJ#=81046;

MKEYID
------------
AWGDC9glSk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ここでは AWGDC9glSk8Xv+3bVveiVSg がマスターキー ID (MKEYID) です。MKEYID の値が得ら
れたら、ステップ 3 に進むことができます。それ以外の場合は、ステップ 2.2 に進みます。

Note

末尾の文字列 'A' 文字 (AAA...) は値の一部ではありません。
b. テーブルスペース レベルの暗号化の場合は、次のクエリを実行します。

SQL> SELECT TABLESPACE_NAME, ENCRYPTED FROM dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME                ENC
------------------------------ ---
SYSTEM                         NO
SYSAUX                         NO
UNDOTBS1                       NO
TEMP                           NO
USERS                          NO
TEST_ENCRYT                    YES
SQL> SELECT name,utl_raw.cast_to_varchar2( utl_encode.base64_encode('01'||
substr(mkeyid,1,4))) || 
 utl_raw.cast_to_varchar2( utl_encode.base64_encode(substr(mkeyid,5,length(mkeyid)))) 
 masterkeyid_base64
FROM (SELECT t.name, RAWTOHEX(x.mkid) mkeyid FROM v$tablespace t, x$kcbtek x WHERE 
 t.ts#=x.ts#)
WHERE name = 'TEST_ENCRYT';

NAME                           MASTERKEYID_BASE64
------------------------------ ----------------------------------
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TEST_ENCRYT                    AWGDC9glSk8Xv+3bVveiVSg=

ここでは AWGDC9glSk8Xv+3bVveiVSg がマスターキー ID (TEST_ENCRYT) です。ステップ 2.1 
と 2.2 の両方が値を返す場合、それらは常に同一です。

末尾の '='文 字は値の一部ではありません。
3. コマンド・ラインから、ソース Oracle データベース ホスト上の暗号化ウォレット エントリをリスト

します。

$ mkstore -wrl /u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/ -list
Oracle Secret Store entries:
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9glSk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AY1mRA8OXU9Qvzo3idU4OH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.MASTERKEY
ORACLE.SECURITY.ID.ENCRYPTION.
ORACLE.SECURITY.KB.ENCRYPTION.
ORACLE.SECURITY.KM.ENCRYPTION.AY1mRA8OXU9Qvzo3idU4OH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ステップ 2 (AWGDC9glSk8Xv+3bVveiVSg) で確認したマスター キー ID を含むエントリを検索しま
す。このエントリは TDE 暗号化キー名です。

4. 前のステップで検索したエントリの詳細を表示します。

$ mkstore -wrl /u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/ -viewEntry 
 ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9glSk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Oracle Secret Store Tool : Version 12.2.0.1.0
Copyright (c) 2004, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Enter wallet password:
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9glSk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 = AEMAASAASGYs0phWHfNt9J5mEMkkegGFiD4LLfQszDojgDzbfoYDEACv0x3pJC+UGD/
PdtE2jLIcBQcAeHgJChQGLA==

ウォレット パスワードを入力して結果を確認します。

ここで、'=' の右にある値は TDE パスワードです。
5. Oracle ソース エンドポイントの TDE 暗号化キー名を指定するには、securityDbEncryptionName

追加の接続属性を設定します。

securityDbEncryptionName=ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9glSk8Xv
+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6. Oracle ソースパスワード値の一部としてコンソールでこのキーに関連付けられた TDE パスワードを
入力します。パスワード値。TDE パスワード値で終わるコンマ区切りのパスワード値をフォーマット
するには、次の順序を使用します。

Oracle_db_password,ASM_Password,AEMAASAASGYs0phWHfNt9J5mEMkkegGFiD4LLfQszDojgDzbfoYDEACv0x3pJC
+UGD/PdtE2jLIcBQcAeHgJChQGLA==

Oracle データベースの設定に関係なく、この順序でパスワード値を指定します。たとえば、TDE を使
用していて Oracle データベースで ASM を使用していない場合、関連するパスワード値をカンマで区
切って次の順序で指定します。

Oracle_db_password,,AEMAASAASGYs0phWHfNt9J5mEMkkegGFiD4LLfQszDojgDzbfoYDEACv0x3pJC+UGD/
PdtE2jLIcBQcAeHgJChQGLA==
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指定した TDE 認証情報が正しくない場合は、AWS DMS 移行タスクは失敗しません。ただし、このタス
クでは、進行中のレプリケーションの変更をターゲット データベースに対して読み取りまたは適用しませ
ん。タスクを開始したら、コンソール移行タスクページでテーブル統計を監視し、変更レプリケーション
がなされていることを確認します。

タスクの実行中に DBA によって Oracle データベースの TDE 認証情報値が変更された場合、タスクは失
敗します。エラーメッセージには、新しい TDE 暗号化キー名が含まれています。新しい値を指定してタス
クを再開するには、前の手順を使用します。

Important

OS レベルのcp、mv、orapki や mkstoreなどのコマンドではASM の場所に保存されている
ウォレットファイルが破損するため、Oracle 自動ストレージ管理(ASM)の場所で作成された TDE 
ウォレットを操作することはできません。この制限は、ASM の場所に格納された TDE ウォレッ
ト ファイルにのみに固有であり、ローカル OS ディレクトリに格納されている TDE ウォレット 
ファイルは対象外です。
ASM に格納されている TDE ウォレットを OS レベルのコマンドで操作するには、ローカル キー
ストアを作成し、次のように ASM キーストアをローカル キーストアにマージします：

1. ローカル キーストアを作成します。

ADMINISTER KEY MANAGEMENT create keystore file system wallet location
 identified by wallet password;                           
                         

2. ASM キーストアをローカル キーストアにマージします。

ADMINISTER KEY MANAGEMENT merge keystore ASM wallet location identified 
 by wallet password into existing keystore file system wallet location
 identified by wallet password with backup;                      
                     

次に、暗号化ウォレット エントリと TDE パスワードを一覧表示するには、ローカル キーストア
に対してステップ 3 と 4 を実行します。

Oracle を AWS DMS のソースとして使用するためにサポートさ
れている圧縮方法
次の表に、Oracle ソースデータベースの操作時に AWS DMS がサポートする圧縮方法を示します。表が
示すように、圧縮サポートは Oracle データベースのバージョンと、DMS が Oracle を使用して REDO 
LogMiner ログにアクセスするように設定されているかどうかの両方によって異なります。

バージョン Basic (ベーシック) OLTP HCC (Oracle 11g 
R2 より)

その他

Oracle 10 いいえ 該当なし 該当なし いいえ

オラクル 11 以
降 — オラクル 
LogMiner

はい はい はい はい — Oracle 
がサポートする
任意の圧縮方法 
LogMiner。

オラクル 11 以降 
— Binary Reader

はい はい [Yes](はい) - 詳細
については、次の
注をご参照くださ
い。

はい

190



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ソースとしての Oracle の使用

Note

Oracle ソースエンドポイントが Binary Reader を使用するように設定されている場合、HCC 圧縮
方法の Query Low レベルは、全ロードタスクに対してのみサポートされます。

Oracle を AWS DMS のソースとして使用するネストされたテー
ブルのレプリケート
AWS DMS では、ネストされたテーブルまたは定義された型である列を含む Oracle テーブルのレプリケー
ションがサポートされています。この機能を有効にするには、Oracle ソース エンドポイントに以下の接続
属性設定を追加します。

allowSelectNestedTables=true;

AWS DMS は、Oracle のネストされたテーブルからターゲットテーブルを、一意の制約なしでター
ゲット上の通常の親テーブルと子テーブルとして作成します。ターゲットの正しいデータにアクセ
スするには、親テーブルと子テーブルを結合します。これを行うには、まず、ターゲットの子テーブ
ルの NESTED_TABLE_ID 列に一意でないインデックスを手動で作成します。その後、結合 ON 句の
NESTED_TABLE_ID 列を、子テーブル名に対応する親列とともに使用できます。さらに、このようなイ
ンデックスを作成すると、ターゲットの子テーブルのデータが AWS DMS によって更新または削除され
る場合にパフォーマンスが向上します。例については、「ターゲットの親テーブルと子テーブルの結合の
例 (p. 192)」をご参照ください。

完全なロードが完了したら、タスクを停止するように設定することをお勧めします。次に、ターゲット上
のすべてのレプリケートされた子テーブルに対して一意でないインデックスを作成し、タスクを再開しま
す。

キャプチャされ、ネストされたテーブルが既存の親テーブル (キャプチャされていてもキャプチャされて
いなくても) に追加された場合、AWS DMS は正しく処理します。ただし、対応するターゲットテーブル
の一意でないインデックスは作成されません。この場合、ターゲットの子テーブルが非常に大きくなる
と、パフォーマンスが影響を受ける可能性があります。このような場合は、タスクを停止し、インデック
スを作成してからタスクを再開することをお勧めします。

ネストされたテーブルがターゲットにレプリケートされたら、DBA は親テーブルと対応する子テーブルに
対して結合を実行し、データを平坦化します。

Oracle ネストされたテーブルをソースとしてレプリケートするための前提条件
レプリケートされた、すべてのネストされたテーブルについて、親テーブルをレプリケートしてくださ
い。AWS DMS テーブルマッピングには、親テーブル (ネストされたテーブル列を含むテーブル) と子 (ネ
ストされた) テーブルの両方を含めます。

ソースとしてサポートされている Oracle ネストされたテーブル型
AWS DMS は、次の Oracle ネストされたテーブル型をソースとしてサポートします。

• データ型
• ユーザー定義のオブジェクト

ソースとしての Oracle ネストされたテーブルの AWS DMS サポートの制限
AWS DMS には、ソースとしての Oracle ネストされたテーブルのサポートに関して次の制限があります。

• AWS DMS は、1 つのレベルのテーブルネスト化のみをサポートします。
• AWS DMS テーブルマッピングでは、親テーブルと子テーブルの両方がレプリケーション用に選択され

ているかどうかはチェックされません。つまり、子のない親テーブル、または親のない子テーブルを選
択する可能性があります。
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AWS DMS が Oracle ネストされたテーブルをソースとしてレプリケートする方
法
AWS DMS は、親テーブルとネストされたテーブルを次のようにターゲットにレプリケートします。

• AWS DMS は、ソースと同じ親テーブルを作成します。次に、親のネストされた列を RAW(16) として
定義し、親のネストされたテーブルへの参照をその NESTED_TABLE_ID 列に含めます。

• AWS DMS は、ネストされたソースと同じ子テーブルを作成しますが、追加の列を NESTED_TABLE_ID
という名前で作成します。この列は、対応する親のネストされた列と同じ型と値を持ち、同じ意味を持
ちます。

ターゲットの親テーブルと子テーブルの結合の例
親テーブルを平坦化するには、次の例に示すように、親テーブルと子テーブルの間で結合を実行します。

1. Type テーブルを作成します。

CREATE OR REPLACE TYPE NESTED_TEST_T AS TABLE OF VARCHAR(50);

2. 前述のように型 NESTED_TEST_T 列を持つ親テーブルを作成します。

CREATE TABLE NESTED_PARENT_TEST (ID NUMBER(10,0) PRIMARY KEY, NAME NESTED_TEST_T) NESTED 
 TABLE NAME STORE AS NAME_KEY;

3. CHILD.NESTED_TABLE_ID が PARENT.NAME と一致する NAME_KEY 子テーブルとの結合を使用して
テーブル NESTED_PARENT_TEST を平坦化します。

SELECT … FROM NESTED_PARENT_TEST PARENT, NAME_KEY CHILD WHERE CHILD.NESTED_
TABLE_ID = PARENT.NAME;

Oracle をのソースとして使用する場合、Oracle ASM に REDO 
を格納しますAWS DMS
REDOの生成が多いOracleソースの場合、特にRAC構成では、すべてのASMノードにASM REDOの読み取
りを分散するようにDMSを構成できるため、Oracle ASMにREDOを格納するとパフォーマンスが向上しま
す。

この構成を利用するには、asmServer接続属性を使用してください。例えば、DMS REDO 読み取りは 3 
つの ASM ノードに分散されます。

asmServer=(DESCRIPTION=  
(ADDRESS_LIST=(CONNECT_TIMEOUT=8)(ENABLE=BROKEN)(LOAD_BALANCE=ON)(FAILOVER=ON)
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=asm_node1_ip_address)(PORT=asm_node1_port_number))
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=asm_node2_ip_address)(PORT=asm_node2_port_number))
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=asm_node3_ip_address)(PORT=asm_node3_port_number)))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=+ASM)))            
         

NFS を使用して Oracle REDO を保存する場合、適用可能な DNFS (ダイレクト NFS) クライアントパッ
チ、特に Oracle バグ 25224242 に対処するパッチが適用されていることを確認することが重要です。追加
情報については、ダイレクト NFS クライアント関連のパッチ、ダイレクト NFS クライアントの推奨パッ
チに関する次の Oracle 出版物を参照してください。

さらに、NFS の読み取りパフォーマンスを向上させるには、次の例に示すように、NFS ボリューム
のrsize andwsize in の値を増やすことをお勧めします。fstab
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NAS_name_here:/ora_DATA1_archive /u09/oradata/DATA1 nfs 
 rw,bg,hard,nointr,tcp,nfsvers=3,_netdev,
timeo=600,rsize=262144,wsize=262144

また、tcp-max-xfer-size次のように値を調整します。

vserver nfs modify -vserver vserver -tcp-max-xfer-size 262144

Oracle をソースとして使用する場合のエンドポイント設定AWS 
DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用と同様に、Oracle ソースデータベースを設定
できます。AWS DMSコンソールを使用してソースエンドポイントを作成するとき、または--oracle-
settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS CLI構文のコ
マンドを使用して設定を指定します。

Oracle をソースとして使用できるエンドポイントの設定を次の表に示します。

名前 説明

EscapeCharacter この属性をエスケープ文字に設定します。このエスケープ文字を使用する
と、1 つのワイルドカード文字をテーブルマッピング式で通常の文字と同じよ
うに動作させることができます。詳細については、「テーブルマッピング内の
ワイルドカード (p. 542)」を参照してください。

デフォルト値:NULL

有効な値:ワイルドカード文字以外の任意の文字

例: --oracle-settings '{"EscapeCharacter": "#"}'

AddSupplementalLoggingOracle データベースにテーブルレベルのサプリメンタルロギングをセット
アップするには、この属性を設定します。この属性により、移行タスクで選択
されたすべてのテーブルで PRIMARY KEY サプリメンタルロギングが有効に
なります。

デフォルト値: N

有効な値: Y/N

例: --oracle-settings '{"AddSupplementalLogging": Y}'

Note

このオプションを使用する場合でも、前述のようにデータベースレベ
ルサプリメンタルロギングを有効にする必要があります。

AdditionalArchivedLogDestIdこの属性を、プライマリ スタンバイ セットアップで ArchivedLogDestId
と設定します。この属性は、Oracle Data Guard データベースをソースとして
使用する場合のスイッチオーバーに役立ちます。この場合、AWS DMS は変更
を読み取るためにアーカイブ REDO ログを取得する取得元を知る必要があり
ます。これは、スイッチオーバー後、前のプライマリがスタンバイインスタン
スになるためです。

AWS DMS がデータベースを開くオラクルのRESETLOGSオプション使用
をサポートするとはいえ、絶必要でない限り RESETLOGS は使用しませ
ん。RESETLOGS に関する追加情報については Oracle® データベース Backup 
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名前 説明
およびリカバリ ユーザーガイドの「RMANデータ修復の概念」をご参照くだ
さい。

デフォルト値:N/A

有効な値:アーカイブ先 ID

例: --oracle-settings '{"AdditionalArchivedLogDestId": 2}'

AllowSelectNestedTablesネストされたテーブルまたは定義された型である列を含む Oracle テーブルの
レプリケーションを有効にするには、この属性を true に設定します。詳細に
ついては、「Oracle を AWS DMS のソースとして使用するネストされたテー
ブルのレプリケート (p. 191)」を参照してください。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --oracle-settings '{"AllowSelectNestedTables": true}'

ExtraArchivedLogDestIds1 つ以上のアーカイブされた REDO ログに対する 1 つ以上の送信先の ID を
指定します。これらの ID は、v$archived_log ビューの dest_id 列の値です。
この設定は、 ArchivedLogDestId primary-to-single セットアップまたはセット
アップの追加接続属性とともに使用します。 primary-to-multiple-standby

この属性は、Oracle Data Guard データベースをソースとして使用するとき
の切り替えに役立ちます。この場合、AWS DMS は変更を読み取るために
アーカイブ REDO ログをどの送信先から取得するかについての情報が必要で
す。AWS DMS では、切り替え後に以前のプライマリがスタンバイインスタン
スになることから、これを必要とします。

デフォルト値:N/A

有効な値:アーカイブ先 ID

例: --oracle-settings '{"ExtraArchivedLogDestIds": 1}'

UseLogminerReader LogMiner ユーティリティを使用して変更データをキャプチャする (デフォル
ト) には、この属性を Y に設定します。AWS DMS がバイナリファイルとし
て REDO ログにアクセスするようにする場合は、このオプションを N に設定
します。このオプションを N に設定すると、useBfile=Y という設定も追加さ
れます。この設定および Oracle 自動ストレージ管理 (ASM) の使用の詳細につ
いては、「CDC での Oracle LogMiner またはAWS DMS Binary Reader の使
用 (p. 162)」をご参照ください。

デフォルト値: Y

有効な値: Y/N

例: --oracle-settings '{"UseLogminerReader": Y}'
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名前 説明

UseBfile Binary Reader ユーティリティを使用して変更データをキャプチャ
するには、この属性を Y に設定します。この属性を Y に設定するた
め、UseLogminerReader を N に設定します。また、 Amazon RDS for 
Oracle でソースとして Binary Reader を使用するには、追加の属性を設定
します。この設定および Oracle 自動ストレージ管理 (ASM) の使用の詳細に
ついては、CDC での Oracle LogMiner またはAWS DMS Binary Reader の使
用 (p. 162) を参照してください

デフォルト値: N

有効な値: Y/N

例: --oracle-settings '{"UseBfile": Y}'

ParallelASMReadThreadsこの属性を設定して、DMS が Oracle 自動ストレージ管理 (ASM) を使用して
変更データ キャプチャ (CDC) を実行するように設定するスレッドの数を変更
します。2 (デフォルト) から 8 (最大) までの整数値を指定できます。この属性
は ReadAheadBlocks 属性とともに使用します。詳細については、「AWS 
DMS 用に RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タ
スクを構成する (p. 177)」を参照してください。

デフォルト値: 2

有効な値: 2～8 の整数

例: --oracle-settings '{"ParallelASMReadThreads": 150000;}'

ReadAheadBlocks Oracle Automatic Storage Management (ASM) と ASM でない NAS ス
トレージを使用して CDC を実行するために、DMS が設定する先読み
ブロックの数を変更するには、この属性を設定します。1000 (デフォ
ルト) から 2,000,000 (最大) までの整数値を指定できます。この属性は
ParallelASMReadThreads 属性とともに使用します。詳細については、
「AWS DMS 用に RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように 
CDC タスクを構成する (p. 177)」を参照してください。

デフォルト値: 1000

有効な値:1000 から 2,000, 000 までの整数

例: --oracle-settings '{"ReadAheadBlocks": 150000}'

AccessAlternateDirectlyソースとして Amazon RDS for Oracle の変更データを Binary Reader でキャ
プチャするには、この属性を false に設定します。この設定は、DMS インス
タンスに対して、指定されたパスプレフィックス置換を使用してファイルへの
直接アクセスで REDO ログにアクセスしないように指示します。詳細につい
ては、「AWS DMS 用に RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用する
ように CDC タスクを構成する (p. 177)」を参照してください。

デフォルト値: true

有効な値: true/false

例: --oracle-settings '{"AccessAlternateDirectly": false}'
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名前 説明

UseAlternateFolderForOnlineAmazon RDS for Oracle をソースとして Binary Reader で変更データをキャプ
チャするには、この属性を true に設定します。この設定は、DMS インスタン
スに対して、指定されたプレフィックス置換を使用してすべてのオンライン 
REDO ログにアクセスするように指示します。詳細については、「AWS DMS 
用に RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを
構成する (p. 177)」を参照してください。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --oracle-settings '{"UseAlternateFolderForOnline": 
true}'

OraclePathPrefix Amazon RDS for Oracle をソースとして Binary Reader で変更データをキャ
プチャするには、この文字列属性を必要な値に設定します。この値は、REDO 
ログにアクセスするために使用されるデフォルトの Oracle ルートを指定し
ます。詳細については、「AWS DMS 用に RDS for Oracle ソースで Binary 
Reader を使用するように CDC タスクを構成する (p. 177)」を参照してくだ
さい。

デフォルト値: なし

有効な値: /rdsdbdata/db/ORCL_A/

例: --oracle-settings '{"OraclePathPrefix": "/rdsdbdata/db/
ORCL_A/"}'

UsePathPrefix Amazon RDS for Oracle をソースとして Binary Reader で変更データをキャプ
チャするには、この文字列属性を必要な値に設定します。この値は、デフォ
ルトの Oracle ルートを置換して REDO ログにアクセスするために使用される
パスプレフィックスを指定します。詳細については、「AWS DMS 用に RDS 
for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを構成す
る (p. 177)」を参照してください。

デフォルト値: なし

有効な値: /rdsdbdata/log/

例: --oracle-settings '{"UsePathPrefix": "/rdsdbdata/log/"}'

ReplacePathPrefix Amazon RDS for Oracle をソースとして Binary Reader で変更データをキャ
プチャするには、この属性を true に設定します。この設定は、DMS インスタ
ンスに対して、デフォルトの Oracle ルートを UsePathPrefix の設定に置換
して REDO ログにアクセスするように指示します。詳細については、「AWS 
DMS 用に RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タ
スクを構成する (p. 177)」を参照してください。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --oracle-settings '{"ReplacePathPrefix": true}'
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名前 説明

RetryInterval システムがクエリを再送するまで待機する時間の秒数を指定します。

デフォルト値: 5

有効な値: 1 以降の数値

例: --oracle-settings '{"RetryInterval": 6}'

ArchivedLogDestId アーカイブされた REDO ログの宛先 ID を指定します。この
値は、v$archived_log ビューの dest_id 列の数値と同じにする
必要があります。追加の REDO ログの保存先を使用する場合
は、AdditionalArchivedLogDestId 属性を使用して、追加の宛先 ID を指
定するようお勧めします。これにより、最初から適切なログにアクセスされる
ため、パフォーマンスが向上します。

デフォルト値: 1

有効な値: 数値

例: --oracle-settings '{"ArchivedLogDestId": 1}'

ArchivedLogsOnly このフィールドが Y に設定されている場合、AWS DMS はアーカイブされた 
REDO ログにのみアクセスします。アーカイブされた REDO ログが Oracle 
ASM のみに保存されている場合、AWS DMS ユーザーアカウントに ASM 権
限を付与する必要があります。

デフォルト値: N

有効な値: Y/N

例: --oracle-settings '{"ArchivedLogsOnly": Y}'

NumberDataTypeScale数値のスケールを指定します。最大 38 のスケールを選択するか、FLOAT に
は -1、VARCHAR には -2 を選択できます。デフォルトでは、NUMBER デー
タ型が精度 38、スケール 10 に変換されます。

デフォルト値: 10

有効な値: -2〜38 (VARCHAR では -2、FLOAT の場合は -1)

例: --oracle-settings '{"NumberDataTypeScale": 12}'

Note

精度スケールの組み合わせ、-1 (FLOAT) または -2 (VARCHAR) を
選択します。DMS は、Oracle がサポートする精度スケールの組み
合わせをサポートします。精度が 39 以上の場合は、-2 (VARCHAR) 
を選択します。Oracle NumberDataTypeScale データベースの設定
は、NUMBER データ型にのみ使用されます (明示的な精度とスケール
の定義はありません)。

197



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ソースとしての Oracle の使用

名前 説明

FailTasksOnLobTruncationtrue に設定されると、LOB 列の実際のサイズが指定された LobMaxSize よ
りも大きい場合、この属性によりタスクは失敗します。

タスクが制限付き LOB モードに設定され、このオプションが true に設定さ
れている場合、LOB データを切り捨てるのではなくタスクが失敗します。

デフォルト値: false

有効な値: ブール値

例: --oracle-settings '{"FailTasksOnLobTruncation": true}'

ReadTableSpaceName true に設定すると、この属性はテーブルスペースのレプリケーションをサ
ポートします。

デフォルト値: false

有効な値: ブール値

例: --oracle-settings '{"ReadTableSpaceName": true}'

EnableHomogenousTablespace同種のテーブルスペースのレプリケーションを有効にし、ターゲットの同じ
テーブルスペースで既存のテーブルまたはインデックスを作成するには、この
属性を設定します。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --oracle-settings '{"EnableHomogenousTablespace": true}'

StandbyDelayTime この属性を使用して、スタンバイ同期の遅延時間を分単位で指定します。ソー
スが Active Data Guard スタンバイデータベースの場合、この属性を使用し
て、プライマリ データベースとスタンバイ データベース間のタイムラグを指
定します。

AWS DMS では、継続的な変更noレプリケーション用ソースとして Active 
Data Guard スタンバイ インスタンスを使用する Oracle CDC タスクを作成す
ることができます。これにより、運用中のアクティブなデータベースに接続す
る必要がなくなります。

デフォルト値: 0

有効な値: 数値

例: --oracle-settings '{"StandbyDelayTime": 1}'

注:DMS 3.4.6、3.4.7 以降を使用している場合、この接続設定
の使用は任意です。DMS 3.4.6 とバージョン 3.4.7 の最新バー
ジョンでは、DMS がスタンバイ遅延時間を計算できるようにV_
$DATAGUARD_STATS、dms_userselectパーミッションをオンにする必要が
あります。
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名前 説明

SecurityDbEncryptionNameOracle ソースデータベースの列およびテーブルスペースの透過的データ暗号
化 (TDE) に使用されるキーの名前を指定します。Oracle ソースエンドポイン
トでのこの属性とそれに関連付けられたパスワードの設定の詳細については、
「AWS DMS のソースとして Oracle を使用するためにサポートされている暗
号化方法 (p. 187)」をご参照ください。

デフォルト値: ""

有効な値: 文字列

例: --oracle-settings '{"SecurityDbEncryptionName": 
"ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.Adg8m2dhkU/0v/
m5QUaaNJEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"}'

SpatialSdo2GeoJsonFunctionNamePostgreSQL ターゲットに移行する Oracle バージョン 12.1 以前のソースの場
合、この属性を使用して SDO_GEOMETRY 形式を GEOJSON 形式に変換し
ます。

デフォルトでは、AWS DMS は存在し、AWS DMS ユーザーにアクセス
できる必要がある SDO2GEOJSON カスタム関数 を呼び出します。また
は、SDOGEOJSON のオペレーションを模倣する独自のカスタム関数を作成
し、代わりにそれを呼び出すように SpatialSdo2GeoJsonFunctionName
を設定することもできます。

デフォルト値: SDO2GEOJSON

有効な値: 文字列

例: --oracle-settings '{"SpatialSdo2GeoJsonFunctionName": 
"myCustomSDO2GEOJSONFunction"}'

ExposeViews この属性を使ってビューからデータを 1 回プルできます。これを継続的なレプ
リケーションに使用することはできません。ビューからデータを抽出すると、
そのビューはターゲットスキーマのテーブルとして表示されます。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --oracle-settings '{"ExposeViews": true}'

EnableHomogenousPartitionOpstrueこの属性をに設定すると、Oracle 同種移行のための Oracle パーティショ
ンおよびサブパーティション DDL 操作のレプリケーションが可能になりま
す。

AWS DMSこの機能と拡張機能はバージョン 3.4.7 で導入されたことに注意し
てください。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --oracle-settings '{"EnableHomogenousPartitionOps": 
true}'
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名前 説明

filterTransactionsOfUser(ECA 
のみ)

この追加接続属性 (ECA) を使用すると、DMS がを使用して Oracle からデー
タを複製するときに、指定されたユーザーからのトランザクションを無視でき
ます LogMiner。ユーザー名の値はカンマで区切って渡すことができますが、
すべて大文字でなければなりません。

ECA の例:filterTransactionsOfUser=USERNAME;

ConvertTimestampWithZoneToUTCtrueこの属性をに設定すると、「タイムスタンプ付きタイムスタンプ」列と
「ローカルタイムゾーン付きタイムスタンプ」列のタイムスタンプ値が UTC 
に変換されます。デフォルトでは、この属性の値は「false」で、データはソー
スデータベースのタイムゾーンを使用して複製されます。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --oracle-settings '{"ConvertTimestampWithZoneToUTC": 
true}'

asmUsePLSQLArray(ECA 
のみ)

この追加接続属性（ECA）を使用すると、DMSは匿名のPL/SQLブロック
を使用してASMレベルで50回の読み取りをバッファし、REDOデータを
キャプチャして大きなバッファとして送り返すことができるため、ラウン
ドトリップを回避できます。これによりパフォーマンスは大幅に向上します
が、ASM インスタンスの PGA メモリ消費量が増加します。メモリターゲッ
トが十分でない場合、安定性の問題が発生する可能性があります。次の式
を使用して、単一の DMS タスクによる ASM インスタンスの PGA メモリ
使用量の合計を見積もることができます。number_of_redo_threads * 
parallelASMReadThreads * 7 MB

デフォルト値: false

有効な値: true/false

ECA の例:asmUsePLSQLArray=true;

Oracle のソースデータ型
AWS DMS の Oracle エンドポイントでは、Oracle のほとんどのデータ型がサポートされます。次の表
に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる Oracle のソースデータ型と、AWS DMS のデータ型との
デフォルトマッピングを示します。

Note

LONG と LONG RAW データ型を除き、Oracle ソースから Oracle ターゲットにレプリケーショ
ンする場合 (均質なレプリケーション)、ソースとターゲットのすべてのデータ型が同一になりま
す。ただし、LONG データ型は CLOB にマッピングされ、LONG RAW データ型は BLOB にマッ
プされます。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイ
ントのセクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。
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Oracle のデータ型 AWS DMS データ型

BINARY_FLOAT REAL4

BINARY_DOUBLE REAL8

BINARY BYTES

FLOAT (P) 精度が 24 以下の場合、REAL4 を使用します。

精度が 24 より高い場合、REAL8 を使用します。

NUMBER (P,S) スケールが 0 より大の場合、REAL8 を使用します。

numberDataTypeScale
追加の接続属性に従う 
NUMBER。

スケールが 0 の場合

• 精度が 2 以下の場合、INT1 を使用します。
• 精度が 2 より大きく 4 以下の場合、INT2 を使用します。
• 精度が 4 より大きく 9 以下の場合、INT4 を使用します。
• 精度が 9 より大きい場合、NUMERIC を使用します。
• 精度がスケール以上の場合、NUMERIC を使用します。

他のいずれの場合も、REAL8 を使用します。

DATE DATETIME

INTERVAL_YEAR TO 
MONTH

STRING (間隔 year_to_month を指定)

INTERVAL_DAY TO 
SECOND

STRING (間隔 day_to_second を指定)

TIMESTAMP DATETIME

タイムスタンプ時間帯あり STRING (timestamp_with_timezone を指定)

タイムスタンプ現地時間帯あ
り

STRING (timestamp_with_local_ timezone を指定)

CHAR STRING

VARCHAR2 STRING

NCHAR WSTRING

NVARCHAR2 WSTRING

RAW BYTES

REAL REAL8

BLOB BLOB

AWS DMS でこのデータ型を使用する場合は、特定のタスク用に BLOB 
データ型の使用を有効にする必要があります。AWS DMS では、プライ
マリキーを含むテーブルでのみ BLOB データ型がサポートされます。

CLOB CLOB
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Oracle のデータ型 AWS DMS データ型
AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスク用に CLOB 
データ型の使用を有効にする必要があります。CDC 中、AWS DMS は
プライマリキーを含むテーブルでのみ CLOB データ型をサポートしま
す。

NCLOB NCLOB

AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスク用に NCLOB 
データ型の使用を有効にする必要があります。CDC 中、AWS DMS は
プライマリキーを含むテーブルでのみ NCLOB データ型をサポートしま
す。

LONG CLOB

LONG データ型は、バッチ最適化適用モード (TurboStream CDC モー
ド) ではサポートされていません。

でこのデータ型を使用するにはAWS DMS、特定のタスク用に LOB の使
用を有効にする必要があります。

CDC またはフルロード中は、AWS DMS主キーを持つテーブルでのみ
LOBデータ型をサポートします。

また、LONG 列を読み込むためのフル LOBAWS DMS モードはサポー
トしていません。代わりに、制限付き LOB モードを使用して LONG 列
を Oracle ターゲットに移行できます。制限付き LOB モードでは、64 
KB より長い LONGAWS DMS 列に設定したデータを 64 KB に切り捨て
ます。AWS DMS での LOB のサポートの詳細については、「AWS DMS 
タスクのソースデータベースの LOB サポートの設定 (p. 522)」を参照
してください。

LONG RAW BLOB

LONG RAW データ型は、バッチ最適化適用モード (TurboStream CDC 
モード) ではサポートされていません。

でこのデータ型を使用するにはAWS DMS、特定のタスク用に LOB の使
用を有効にする必要があります。

CDC またはフルロード中は、AWS DMS主キーを持つテーブルでのみ
LOBデータ型をサポートします。

また、LONG RAW 列を読み込むためのフル LOBAWS DMS モードは
サポートしていません。代わりに、制限付き LOB モードを使用して 
LONG RAW 列を Oracle ターゲットに移行できます。制限付き LOB 
モードでは、64 KB を超える長さの LONG RAWAWS DMS 列に設定し
たデータを 64 KB に切り捨てます。AWS DMS での LOB のサポートの
詳細については、「AWS DMS タスクのソースデータベースの LOB サ
ポートの設定 (p. 522)」を参照してください。

XMLTYPE CLOB

SDO_GEOMETRY BLOB (Oracle から Oracle への移行の場合)

CLOB (Oracle から PostgreSQL への移行の場合)
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以下のデータ型の列とともにソースとして使用されている Oracle テーブルはサポートされておらず、レプ
リケートすることができません。これらのデータ型の列をレプリケートすると NULL 列が発生します。

• BFILE
• ROWID
• REF
• UROWID
• ユーザー定義のデータ型
• ANYDATA
• 可変配列

Note

仮想列はサポートされていません。

Oracle 空間データ型の移行

空間データは、空間内のオブジェクトまたは場所のジオメトリ情報を識別します。Oracle データベースで
は、空間オブジェクトのジオメトリ説明は型 SDO_GEOMETRY のオブジェクトに保存されます。このオ
ブジェクト内では、ジオメトリ説明は、ユーザー定義テーブルの 1 つの列の 1 つの行に格納されます。

AWS DMS では、Oracle ソースから Oracle ターゲットまたは PostgreSQL ターゲットへの Oracle 型 
SDO_GEOMETRY の移行がサポートされています。

AWS DMS を使用して Oracle 空間データタイプを移行する場合は、次の考慮事項に注意してください。

• Oracle ターゲットに移行する場合は、型情報を含む USER_SDO_GEOM_METADATA エントリを手動
で転送してください。

• Oracle ソースエンドポイントから PostgreSQL ターゲットエンドポイントに移行する場合、AWS DMS 
はターゲット列を作成します。これらの列には、2D ディメンションとゼロ (0) に等しい空間参照識別子 
(SRID) を持つデフォルトのジオメトリおよび地理的型情報があります。例: GEOMETRY, 2, 0。

• PostgreSQL ターゲットに移行する Oracle バージョン 12.1 以前のソースの場合、SDO2GEOJSON 関数ま
たは spatialSdo2GeoJsonFunctionName 追加の接続属性を使用して SDO_GEOMETRY オブジェクト
を GEOJSON 形式に変換します。詳細については、「Oracle をソースとして使用する場合のエンドポイ
ント設定AWS DMS (p. 193)」を参照してください。

• AWS DMSは、フル LOB モードでのみの Oracle 空間カラムの移行をサポートします。 AWS DMS制限
付き LOB モードまたはインライン LOB モードはサポートしていません。LOB モードの詳細について
は、を参照してくださいAWS DMS タスクのソースデータベースの LOB サポートの設定 (p. 522)。

• Oracle Spatial Columnsの移行ではFullAWS DMS LOBモードのみをサポートしているため、列のテーブ
ルには主キーとユニークキーが必要です。テーブルにプライマリキーと一意キーがない場合、そのテー
ブルは移行からスキップされます。

Microsoft SQL Server データベースの AWS DMS の
ソースとしての使用
AWS DMS を使用して、1 つ以上の Microsoft SQL Server データベースからデータを移行できます。SQL 
Server データベースをソースとして使用すると、別の SQL Server データベースまたはサポートされてい
る他の AWS DMS データベースのいずれかにデータを移行できます。オンプレミスデータベースのソース
として使用できる SQL Server エディションを以下に示します。
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SQL Server version Full load 継続的なレプリケーション 
(CDC)

2005、2008、2008R2、2012、2014、2016、2017、2019エンタープライズ

Standard

Workgroup

デベロッパー

Web

Enterprise Edition

デベロッパー

Standard Edition (バージョン 
2016 SP1 以降)

ソースとして SQL Server 2005 を使用している場合、全ロードのみがサポートされています。

Amazon RDS データベースのソースとして使用できる SQL Server エディションを以下に示します。

SQL Server version Full load 継続的なレプリケーション 
(CDC)

2012、2014、2016、2017、2019 エンタープライズ

Standard

Enterprise Edition

Standard Edition (バージョン 
2016 SP1 以降)

Note

ソースとしての Microsoft SQL Server バージョン 2019 のサポートは利用可能です。

ソース SQL Server データベースは、ネットワーク内のどのコンピュータにもインストールできます。選
択したタスクのタイプに応じてソースデータベースに対する適切なアクセス権限のある SQL Server ア
カウントは、そのデータベースを AWS DMS で使用するために必要です。このアカウントには、view 
definitionview server stateおよび権限が必要です。この許可は、次のコマンドを使用して追加し
ます。

grant view definition to [user]
grant view server state to [user]

AWS DMS は、SQL Server の名前付きインスタンスからのデータ移行をサポートしています。ソースエン
ドポイントを作成するとき、サーバー名では次の表記を使用できます。

IPAddress\InstanceName

たとえば、正しいソースエンドポイントサーバー名を以下に示します。ここでは、名前の最初の部分は
サーバーの IP アドレス、2 番目の部分は SQL Server インスタンス名 (この例では SQLTest) です。

10.0.0.25\SQLTest

また、SQL Server の名前付きインスタンスがリッスンするポート番号を取得し、それを使用して AWS 
DMS ソースエンドポイントを設定します。

Note

ポート 1433 は、Microsoft SQL Server のデフォルトです。ただし、SQL Server をスタートする
たびに変化する動的ポート、およびファイアウォール経由で SQL Server に接続するために使用
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される特定の静的ポート番号もよく使用されます。したがって、AWS DMS ソース エンドポイン
トを作成するときに、SQL Server の名前付きインスタンスの実際のポート番号を確認してくださ
い。

SSL を使用して、SQL Server エンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化できま
す。SQL Server エンドポイントで SSL を使用する方法の詳細については、「AWS Database Migration 
Service での SSL の使用 (p. 706)」をご参照ください。

SQL Server ソースデータベースと AWS DMS を使用する方法の詳細については、以下をご参照くださ
い。

トピック
• SQL Server を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限 (p. 205)
• 全ロードのみのタスクに対する許可 (p. 207)
• SQL Server ソースから継続的なレプリケーション (CDC) を使用するための前提条件 (p. 207)
• オンプレミスまたは Amazon EC2 でのセルフ管理 SQL Server のデータ変更のキャプチャ (p. 208)
• クラウド SQL Server DB インスタンスで継続的レプリケーションをセットアップする (p. 212)
• Amazon RDS for SQL Server ののソースとして使用する場合の推奨設定AWS DMS (p. 214)
• サポートされている SQL Server の圧縮方法 (p. 215)
• セルフ管理 SQL Server AlwaysOn 可用性グループの操作 (p. 215)
• ソースとして SQL Server を使用する場合のエンドポイントの設定AWS DMS (p. 217)
• SQL Server のソースデータ型 (p. 221)

SQL Server を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限
SQL Server データベースを AWS DMS のソースとして使用する場合は、以下の制限が適用されます。

• 列のアイデンティティプロパティは、ターゲットデータベース列に移行されません。
• SQL Server エンドポイントでは、スパーステーブルの使用はサポートされていません。
• Windows 認証はサポートされていません。
• SQL Server の計算済みフィールドの変更はレプリケーションされていません。
• 一時テーブルはサポートされていません。
• SQL Server パーティション切り替えはサポートされていません。
• WRITETEXT ユーティリティと UPDATETEXT ユーティリティを使用している場合、AWS DMS では

ソースデータベースに適用されたイベントがキャプチャされません。
• 次のデータ操作言語 (DML) パターンはサポートされていません。

SELECT * INTO new_table FROM existing_table

• SQL Server をソースとして使用している場合、列レベルの暗号化はサポートされていません。
• データベースレベルで有効になっている透過的なデータ暗号化 (TDE) がサポートされています。
• AWS DMSでは、ソースとして使用する SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 でのサーバーレ

ベルの監査はサポートされていません。これは、SQL Server 2008 および 2008 R2 に関する既知の問題
が原因です。たとえば、次のコマンドを実行すると AWS DMS でエラーが発生します。

USE [master]
GO  
ALTER SERVER AUDIT [my_audit_test-20140710] WITH (STATE=on)
GO
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• ソースとして SQL Server を使用する場合、ジオメトリ列はサポートされません。代わりに、制限付き 
LOB モードを使用するか、インライン LOB モードを使用するように InlineLobMaxSize タスク設定
を行います。

• Microsoft SQL Server ソースデータベースをレプリケーションタスクで使用する場合、そのタスクを削
除しても SQL Server レプリケーションパブリッシャ定義は削除されません。Microsoft SQL Server シス
テム管理者がそれらの定義を Microsoft SQL Server から削除する必要があります。

• non-schema-bound スキーマバインドおよびビューからのデータの移行は、フルロードのみのタスクで
サポートされています。

• sp_rename を使用したテーブルの名前の変更はサポートされていません (たとえば、sp_rename 
'Sales.SalesRegion', 'SalesReg;))。

• sp_rename を使用した列の名前の変更はサポートされていません (たとえば、sp_rename 
'Sales.Sales.Region', 'RegID', 'COLUMN';)。

• AWS DMS では、列のデフォルト値を設定および設定解除するための変更処理 (ALTER TABLE ステート
メントでの ALTER COLUMN SET DEFAULT 句の使用)はサポートされていません。

• AWS DMS では、列の null 機能を設定するための変更処理はサポートされていません (ALTER COLUMN 
[SET|DROP] NOT NULL 句を使用した ALTER TABLE ステートメント)。

• SQL Server 2012 および SQL Server 2014 では、可用性グループで DMS レプリケーションを使用する
場合、ディストリビューション データベースを可用性グループに配置できません。SQL 2016 では、
マージ、双方向、 peer-to-peer またはレプリケーショントポロジで使用されるディストリビューション
データベースを除き、ディストリビューションデータベースを可用性グループに配置できます。

• 分割テーブルの場合、AWS DMSパーティションごとに異なるデータ圧縮設定はサポートされません。
• SQL Server の空間データ型 (GEOGRAPHY および GEOMETRY) に値を挿入するときは、SRID (空間リ

ファレンス系識別子) プロパティを無視するか、別の数値を指定できます。空間データ型のテーブルを
レプリケートする場合、AWS DMS は SRID をデフォルトの SRID に置き換えます (GEOMETRY の場合
は 0、GEOGRAPHY の場合は 4326)。

• データベースが MS-REPLICATION または MS-CDC 用に設定されていない場合でも、プライマリキー
を持たないテーブルをキャプチャできますが、INSERT/DELETE DML イベントのみがキャプチャされま
す。UPDATE イベント TRUNCATE TABLE イベントは無視されます。

• Columnstore インデックスはサポートされていません。
• メモリ最適化テーブル (インメモリ OLTP を使用) はサポートされていません。
• 複数の列で構成されるプライマリ キーを持つテーブルをレプリケーションする場合、全ロード中にプラ

イマリ キー列の更新はサポートされません。
• 遅延永続化はサポートされていません。
• RDS がバックアップを実行する方法が原因により、RDS for SQL ServerreadBackupOnly=Y ソースイ

ンスタンスでエンドポイントの設定 (追加の接続属性) ha機能しません。
• RDS ユーザーは SQL Server ストアド プロシージャ (sp_repldone) を実行するアクセス権がないた

め、Amazon RDS SQL Server ソースインスタンスで EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION は動作し
ません。

• AWS DMS切り捨てコマンドはキャプチャされません。
• AWS DMS高速データベースリカバリ (ADR) がオンになっているデータベースからのレプリケーション

はサポートされていません。
• AWS DMSは、1 つのトランザクション内でのデータ操作言語 (DDL) とデータ操作言語 (DML) のステー

トメントのキャプチャをサポートしていません。
• AWS DMSデータ層アプリケーションパッケージ (DACPAC) のレプリケーションはサポートしていませ

ん。
• 主キーまたは一意のインデックスを含み、複数のデータ行を更新する UPDATE ステートメント

は、ターゲットデータベースに変更を適用するときに競合を引き起こす可能性があります。これ
は、たとえば、ターゲットデータベースが 1 つの UPDATE ステートメントではなく INSERT ス
テートメントと DELETE ステートメントとして更新を適用する場合に発生する可能性がありま
す。バッチ最適化適用モードでは、テーブルが無視されることがあります。トランザクション適用
モードでは、UPDATE操作によって制約違反が発生する可能性があります。この問題を回避するに
は、関連するテーブルをリロードしてください。または、Apply Exceptions コントロールテーブル 
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(dmslogs.awsdms_apply_exceptions) で問題のあるレコードを検索し、ターゲットデータベースで
手動で編集します。詳細については、「変更処理のチューニング設定 (p. 507)」を参照してください。

• AWS DMSは、名前に次のセットの特殊文字が含まれているテーブルとスキーマの複製をサポートして
いません。

\\ -- \n \" \b \r ' \t ;
• データマスキングはサポートされません。 AWS DMSマスクされたデータをマスキングなしで移行しま

す。
• AWS DMSは、主キーを使用して最大 32,767 テーブルをレプリケートし、テーブルごとに最大 1,000 列

をレプリケートします。これは、レプリケートされたテーブルごとに SQL ServerAWS DMS レプリケー
ションアーティクルが作成され、SQL Server レプリケーションアーティクルにはこのような制限がある
ためです。

• 変更データキャプチャ (CDC) を使用する場合、一意のインデックスを構成するすべての列をとして定
義する必要がありますNOT NULL。この要件が満たされない場合、SQL Server のシステムエラー 22838 
が表示されます。

バックアップトランザクションログにアクセスするときには、次の制限が適用されます。

• 暗号化バックアップはサポートされていません。
• URL または Windows Azure に保存されたバックアップはサポートされていません。

ファイルレベルでバックアップトランザクションログにアクセスする場合は、次の制限が適用されます。

• バックアップトランザクションログは、適切なアクセス許可とアクセス権を持つ共有フォルダに存在す
る必要があります。

• アクティブなトランザクションログには、Microsoft SQL Server API (ファイルレベルではなく) を介し
てアクセスします。

• UNIX プラットフォームはサポートされていません。
• 複数のストライプからのバックアップログの読み取りはサポートされていません。
• Microsoft SQL Server の複数のディスク (などMIRROR TO DISK) へのバックアップはサポートされてい

ません。

全ロードのみのタスクに対する許可
全ロード専用タスクを実行するには、次の許可が必要です。AWS DMSdms_userログインは作成されない
ことに注意してください。SQL Server のログインの作成については、「」を参照してくださいマイクロソ
フト SQL サーバーによるデータベースユーザーの作成 (p. 42)。

USE db_name; 
                 
                CREATE USER dms_user FOR LOGIN dms_user;  
                ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER dms_user;  
                GRANT VIEW DATABASE STATE to dms_user ;  
                 
                USE master; 
                 
                GRANT VIEW SERVER STATE TO dms_user;

SQL Server ソースから継続的なレプリケーション (CDC) を使用
するための前提条件
オンプレミスまたは Amazon EC2 S または Microsoft Azure SQL のマネージドインスタンスなどクラウド
データベースでの継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ、つまり CDC) を使用できます。
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AWS DMS のソースとして SQL Server データベースを使用して継続的なレプリケーションを使用する場
合は、次の要件が特別に適用されます。

• SQL Server を完全バックアップ用に設定し、データのレプリケートの開始前にバックアップを実行する
必要があります。

• 復旧モデルを [Bulk logged] または [Full] に設定する必要があります。
• 複数のディスクへの SQL Server のバックアップはサポートされていません。データベースバックアッ

プを異なるディスク上の複数のファイルに書き込むようにバックアップを定義している場合、AWS 
DMS ではそのデータを読み取ることができず、AWS DMS タスクは失敗します。

• セルフ管理 SQL Server ソースの場合、DMS CDC タスクで使用されたソース データベースの SQL 
Server レプリケーション パブリッシャ定義は、そのタスクを削除しても削除されません。SQL Server 
システム管理者がそれらの定義をセルフマネージド型ソースの SQL Server から削除する必要がありま
す。

• CDC 中に、AWS DMS は SQL Server トランザクションログのバックアップを検索して、変更読み取り
の必要があります。AWS DMS では、ネイティブ フォーマットではないサードパーティーのバックアッ
プソフトウェアを使用して作成された SQL Server トランザクションログのバックアップはサポートさ
れていません。ネイティブフォーマットのトランザクションログバックアップをサポートするには、
サードパーティーのバックアップソフトウェアを使用して作成されている場合は、ソース エンドポイン
トへの use3rdPartyBackupDevice=Y の接続属性を追加します。

• セルフマネージド型 SQL Server ソースの場合、SQL Server は新しく作成されたテーブルの変更を、
公開されるまでキャプチャしない点に注意してください。テーブルが SQL Server ソースに追加される
と、AWS DMS は公開の作成を管理します。ただし、この処理には数分かかることがあります。この遅
延中に新たに作成されたテーブルに行われたオペレーションは、ターゲットにキャプチャまたはレプリ
ケーションされません。

• AWS DMS変更データキャプチャでは、SQL Server で完全なトランザクションロギングを有効にする必
要があります。SQL Server でフルトランザクションロギングを有効にするには、MS レプリケーション
または変更データキャプチャ (CDC) を有効にします。

• SQL Server ログエントリは、MS CDC キャプチャジョブがその変更を処理するまで再利用対象として
マークされません。

• CDC オペレーションはメモリ最適化テーブルに対してはサポートされていません。この制限は、この機
能が初めて導入された SQL Server 2014 とそれ以降のバージョンに適用されます。

オンプレミスまたは Amazon EC2 でのセルフ管理 SQL Server 
のデータ変更のキャプチャ
Microsoft SQL Server ソースデータベースからの変更をキャプチャするには、データベースが完全バック
アップ用に構成されていることを確認してください。データベースをフルリカバリモードまたは一括ログ
モードで構成します。

セルフマネージド型 SQL Server ソースの場合、AWS DMS は以下を使用します。

MS レプリケーション

プライマリ キーを持たないテーブルの変更をキャプチャします。これは、ソース SQL Server インス
タンスで AWS DMS エンドポイント ユーザーに sysadmin 権限を付与することで自動的に設定できま
す。または、このセクションで説明されているステップに従ってソースを準備し、AWS DMS エンド
ポイントに sysadmin 以外のユーザーを使用することもできます。

MS-CDC

プライマリ キーを持たないテーブルの変更をキャプチャします。MS-CDC は、すべてのテーブルの
データベースレベルで個別に有効にします。

継続的なレプリケーション (CDC) に SQL Server データベースをセットアップする場合、次のいずれかの
操作を実行できます：
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• sysadmin ロールを使用する継続的なレプリケーションをセットアップします
• sysadmin ロールを使用しない継続的なレプリケーションをセットアップします。

自己管理 SQL Server で sysadmin ロールを使用して継続的なレプリケーション
をセットアップする
SQL Server の AWS DMS 継続的レプリケーションでは、プライマリ キーのあるテーブルにはネイティ
ブ SQL Server レプリケーションを使用し、プライマリ キーのないテーブルには変更データキャプチャ 
(CDC) を使用します。

継続的レプリケーションを設定する前に、「SQL Server ソースから継続的なレプリケーション (CDC) を
使用するための前提条件 (p. 207)」をご参照ください。

プライマリキーがあるテーブルの場合、AWS DMS は基本的にソースで必要なアーティファクトを設定で
きます。ただし、セルフ管理 SQL Server ソース インスタンスの場合、最初に、SQL Server のディストリ
ビューションを手動で設定する必要があります。その後、sysadmin アクセス許可のある AWS DMS ソー
ス ユーザーは、プライマリ キーのあるテーブル公開を自動作成できます。

ディストリビューションがすでに設定されているかどうかを確認するには、以下のコマンドを実行しま
す。

sp_get_distributor

列ディストリビューションの結果が NULL の場合、ディストリビューションは設定されていません。ディ
ストリビューションを設定するには、次の手順を使用します。

ディストリビューションを設定するには

1. SQL Server Management Studio (SSMS) ツールを使用して SQL Server ソースデータベースに接続し
ます。

2. [Replication] (レプリケーション) フォルダのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Configure 
Distribution] (ディストリビューション設定) を選択します。ディストリビューションの設定ウィザード
が表示されます。

3. ウィザードに従ってデフォルト値を入力し、ディストリビューションを作成します。

CDC をセットアップするには

AWS DMSバージョン 3.4.7 以降では、読み取り専用レプリカを使用していない場合、データ
ベースとすべてのテーブルに MS CDC を自動的にセットアップできます。この機能を使用するに
は、SetUpMsCdcForTables ECA を true に設定します。ECA の詳細については、を参照してくださ
いエンドポイント設定 (p. 217)。

3.4.7AWS DMS より前のバージョン、または読み取り専用レプリカをソースとして使用する場合は、次の
手順を実行します。

1. プライマリ キーがないテーブルの場合、データベースの MS-CDC をセットアップします。そのため
には、sysadmin ロールが割り当てられたアカウントを使用し、次のコマンドを実行します。

use [DBname]
EXEC sys.sp_cdc_enable_db

2. 次に、ソーステーブルごとに MS-CDC を設定します。一意キーはあるがプライマリ キーがないテー
ブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を設定します。

exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
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@index_name = N'unique_index_name',
@role_name = NULL,
@supports_net_changes = 1
GO

3. プライマリ キーと一意キーの両方がないテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を設定し
ます。

exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL
GO

特定のテーブルの MS-CDC をセットアップする方法の詳細については、 SQL Server のドキュメントをご
参照ください。

自己管理 SQL Server で sysadmin ロールを使用せずに継続的なレプリケーショ
ンをセットアップする
ユーザーアカウントが sysadmin 権限を持っている必要がない SQL Server データベースソースに継続的な
レプリケーションをセットアップできます。SQL Server データベースを継続的レプリケーション用に構成
するには、sysadmin 権限を持つユーザーが必要です。

Note

DMS タスクの実行中にこの手順を実行できます。DMS タスクが停止している場合は、トランザ
クションログまたは実行中のデータベースバックアップがない場合にのみこの手順を実行できま
す。これは、SQL Server ではバックアップにログ シーケンス ナンバー (LSN) 位置をクエリする
ために SYSADMIN 権限 が必要なためです。

継続的レプリケーションを設定する前に、「SQL Server ソースから継続的なレプリケーション (CDC) を
使用するための前提条件 (p. 207)」をご参照ください。

プライマリ キーのあるテーブルの場合、以下の手順を実行します。

sysadmin ロールを使用せずに継続的なレプリケーションの SQL Server データベースソースを
セットアップするには

1. SQL Server Management Studio (SSMS) を使用してパスワード認証する新しい SQL Server アカウン
トを作成します。この例では、dmstest というアカウントを使用します。

2. SSMS の [User Mappings] (ユーザーマッピング) セクションで、MSDB と MASTER データベースを
選択し、継続的なレプリケーションに使用するデータベースに対する DB_OWNER ロールを割り当て
ます。

USE [master]
CREATE LOGIN [dmstest] WITH PASSWORD=N'xxxxxxx';
CREATE USER [dmstest] FOR LOGIN [dmstest];

USE [msdb];
CREATE USER [dmstest] FOR LOGIN [dmstest];

USE [DB name used by DMS];
CREATE USER [dmstest] FOR LOGIN [dmstest];
ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER [dmstest];

3. 新しいアカウントのコンテキストメニュー (右クリック) を開き、[Security] を選択して Connect SQL 
権限を明示的に付与します。

4. 以下の付与コマンドを実行します。
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GRANT SELECT ON FN_DBLOG TO dmstest;
GRANT VIEW SERVER STATE TO dmstest;
use msdb;
GRANT EXECUTE ON MSDB.DBO.SP_STOP_JOB TO dmstest;
GRANT EXECUTE ON MSDB.DBO.SP_START_JOB TO dmstest;
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPSET TO dmstest;
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPMEDIAFAMILY TO dmstest;
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPFILE TO dmstest;

5. SSMS で、[Replication] フォルダのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Configure 
Distribution] を選択します。すべてのデフォルトステップに従って、ディストリビューションのこの 
SQL Server インスタンスを設定します。ディストリビューションデータベースがデータベースの下に
作成されます。

6. SQL Server の継続的レプリケーション用に公開を作成するには次のようにします：

a. SYSADMIN ユーザーアカウントを使用して、SSMS にログインします。
b. [レプリケーション] を展開します。
c. [Local Publications (ローカルパブリケーション)] のコンテキスト (右クリック) メニューを開きま

す。
d. 「新規パブリケーション」ウィザードで、「次へ」を選択します。
e. パブリケーションを作成するデータベースを選択します。
f. [Transactional publication (トランザクションパブリケーション)] を選択したら、[次へ] を選択し

ます。
g. [Tables] (テーブル) を展開し、PK と発行するテーブル を含むテーブルを選択します。[Next] (次

へ) を選択します。
h. フィルターを作成する必要がないため、[Next (次へ)] を選択します。
i. [Snapshot Agent (スナップショットエージェント)] 画面で、最初のオプションの [Create a 

snapshot immediately and keep the snapshot available to initialize subscriptions (スナップショッ
トをすぐに作成し、スナップショットをサブスクリプションの初期化に使用できるようにする)] 
を選択します。[Next] (次へ) を選択します。

j. [Security Settings] (セキュリティ設定) を選択し、[Run under the SQL Server Agent service 
account] (SQL Server エージェントサービスアカウントで実行) の順に選択します。公開者接続用
に、[By impersonating the process account] (プロセス用アカウントを偽装) 選択します。[OK] を
選択します。

k. [Next] (次へ) を選択します。
l. [Create the publication (パブリケーションの作成)] を選択します。
m. パブリケーションの名前をこの形式 (AR_PUBLICATION_000DBID) で指定します。

たとえば、DBID が 10 未満の場合は、公開 AR_PUBLICATION_0000DBID> (4 ゼロ)の名前を指
定します。DBID が 10 以上である場合、公開の名前  AR_PUBLICATION_000DBID(3 ゼロ) を指
定します。また、SQL Server で DB_ID 関数を使用することもできます。DB_ID 関数の詳細につ
いては、SQL Server ドキュメント をご参照ください。

7. 作成したユーザーアカウントを使用して、ソース エンドポイントとして SQL Server を持つ新しい 
AWS DMS タスクを作成します。

プライマリ キーがないテーブルの場合、データベースの MS-CDC をセットアップします。そのために
は、sysadmin ロールが割り当てられたアカウントを使用し、次のコマンドを実行します。

use [DBname]
EXEC sys.sp_cdc_enable_db

次に、ソーステーブルごとに MS-CDC を設定します。一意キーはあるがプライマリ キーがないテーブル
ごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を設定します。
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exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@index_name = N'unique_index_name',
@role_name = NULL,
@supports_net_changes = 1
GO

プライマリ キーと一意キーの両方がないテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を設定しま
す。

exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL
GO

特定のテーブルの MS-CDC をセットアップする方法の詳細については、 SQL Server のドキュメントをご
参照ください。

クラウド SQL Server DB インスタンスで継続的レプリケーショ
ンをセットアップする
このセクションでは、クラウドでホストされた SQL Server データベースインスタンスで CDC を設定す
る方法について説明します。クラウドでホストされる SQL サーバーインスタンスとは、SQL Server 用 
Amazon RDS、Azure SQL マネージドインスタンス、またはその他のマネージドクラウド SQL Server イ
ンスタンスで実行されるインスタンスです。各データベースタイプの継続的なレプリケーションの制限に
ついては、を参照してくださいSQL Server を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限 (p. 205)。

継続的レプリケーションを設定する前に、SQL Server ソースから継続的なレプリケーション (CDC) を使
用するための前提条件 (p. 207) をご参照ください。

セルフ管理 SQL Server ソースとは異なり、Amazon RDS for SQL Server では MS レプリケーションはサ
ポートされません。したがって、AWS DMS はプライマリキーの有無にかかわらずテーブルに MS-CDC を
使用する必要があります。

Amazon RDS は、ソース SQL Server インスタンスの継続的変更に AWS DMS が使用するレプリケーショ
ン アーティファクトを設定するために、sysadmin 権限を付与しません。以下の手順で、(マスターユー
ザー権限を使用して) Amazon RDS インスタンスで MS-CDC を有効にする必要があります。

クラウド SQL Server DB インスタンスで MS-CDC を有効にするには

1. データベースレベルで次のクエリのいずれかを実行します。

RDS for SQL Server DB インスタンスの場合は、このクエリを使用してください。

exec msdb.dbo.rds_cdc_enable_db 'DB_name'

Azure SQL マネージド DB インスタンスの場合は、このクエリを使用してください。

USE DB_name 
GO  
EXEC sys.sp_cdc_enable_db  
GO

2. プライマリ キーがあるテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を有効にします。
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exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL,
@supports_net_changes = 1
GO

一意キーはあるがプライマリ キーがないテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を有効に
します。

exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@index_name = N'unique_index_name',
@role_name = NULL,
@supports_net_changes = 1
GO

プライマリキーと一意キーの両方がないテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を有効にし
ます。

exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL
GO

3. 次のコマンドを使用して、ソースで変更を使用できる保持期間を設定します。

use dbname
EXEC sys.sp_cdc_change_job @job_type = 'capture' ,@pollinginterval = 86399
exec sp_cdc_stop_job 'capture'
exec sp_cdc_start_job 'capture'

パラメータ @pollinginterval は秒単位で測定され、推奨値 86399 に設定されます。つま
り、@pollinginterval = 86399 の場合、トランザクションログは 86,399 秒 (約 1 日) の変更を
保持します。手順 exec sp_cdc_start_job 'capture' によって設定が開始されます。

Note

SQL Server の一部のバージョンでは、pollinginterval が 3599 秒以上に設定されてい
る場合、値はデフォルトの 5 秒にリセットされます。この場合、T-ログ エントリは AWS 
DMS が読み取りする前にパージされます。この既知の問題の影響を受ける SQL Server の
バージョンを確認するには、「このマイクロソフト KB 記事」をご参照ください。

マルチ AZ で Amazon RDS を使用している場合は、フェイルオーバー時に適切な値を持つようにセカ
ンダリも設定してください。

exec rdsadmin..rds_set_configuration 'cdc_capture_pollinginterval' , 86399

SQL Server ソースに対する継続的変更をキャプチャする AWS DMS レプリケーション タスクが 1 時間以
上停止する場合は、次の操作を行います。

AWS DMS レプリケーション タスク中の保持期間の維持

1. 次のコマンドを使用して、トランザクションログを切り捨てるジョブを停止します。
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exec sp_cdc_stop_job 'capture'

2. AWS DMS コンソールで自分のタスクを見つけ、タスクを再開します。
3. [Monitoring] (モニタリング) タブを選択し、CDCLatencySource メトリクスを選択します。
4. CDCLatencySource メトリクスが 0 (ゼロ) に等しく、そのままの場合、次のコマンドを使用して、

トランザクション ログ切り捨てジョブを再開します。

exec sp_cdc_start_job 'capture'

必ず SQL Server トランザクションログを切り捨てるジョブをスタートしてください。そうしない
と、SQL Server インスタンスのストレージがいっぱいになる可能性があります。

クラウド SQL Server DB インスタンスで継続的レプリケーションの制限事項

• AWS DMSアクティブなトランザクションログのみによる継続的なレプリケーション (CDC) をサポート
します。CDC ではバックアップログを使用できません。

• アクティブなトランザクションログからバックアップログに移動したり、アクティブなトランザクショ
ンログからイベントを切り捨てたりすると、イベントが失われる可能性があります。

Amazon RDS for SQL Server ののソースとして使用する場合の
推奨設定AWS DMS
Amazon RDS for SQL Server をソースとして使用する場合、maxscansキャプチャジョブはパラメータお
よびに依存しますmaxtrans。これらのパラメータは、キャプチャがトランザクションログで実行するス
キャンの最大数と、スキャンごとに処理されるトランザクションの数を制御します。

トランザクション数がより多いデータベースではmaxtrans*maxscans、polling_interval値を増や
すとアクティブなトランザクションログレコードが蓄積される可能性があります。その結果、この蓄積に
よってトランザクションログのサイズが大きくなる可能性があります。

MS-CDCAWS DMS キャプチャジョブには依存しないことに注意してください。MS-CDC キャプチャジョ
ブは、トランザクションログエントリに処理済みとマークします。これにより、トランザクションログの
バックアップジョブでトランザクションログからエントリを削除できます。

トランザクションログのサイズと MS-CDC ジョブの成功を監視することをお勧めします。MS-CDC ジョ
ブが失敗すると、トランザクションログが大きくなりすぎて、AWS DMSレプリケーションが失敗する可
能性があります。MS-CDC キャプチャジョブのエラーは、sys.dm_cdc_errorsソースデータベースの動
的管理ビューを使用して監視できます。DBCC SQLPERF(LOGSPACE)管理コマンドを使用してトランザク
ションログのサイズを監視できます。

MS-CDC によるトランザクションログの増加に対処するため

1. Log Space Used %データベースの複製元を確認しAWS DMS、データベースが継続的に増加してい
ることを確認します。

DBCC SQLPERF(LOGSPACE)

2. トランザクションログのバックアッププロセスを妨げている原因を特定します。

Select log_reuse_wait, log_reuse_wait_desc, name from sys.databases where name = 
 db_name();
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log_reuse_wait_desc値が等しい場合REPLICATION、ログバックアップの保持は MS-CDC の遅延
が原因です。

3. maxtransmaxscansおよびパラメータの値を増やして、キャプチャジョブによって処理されるイベン
トの数を増やします。

EXEC sys.sp_cdc_change_job @job_type = 'capture' ,@maxtrans = 5000, @maxscans = 20  
exec sp_cdc_stop_job 'capture'
exec sp_cdc_start_job 'capture'

この問題に対処するには、maxscansとの値を、maxtransmaxtrans*maxscansAWS DMSソースデータ
ベースから毎日レプリケートするテーブルに対して生成されるイベントの平均数と等しくなるように設定
します。

これらのパラメータを推奨値よりも高く設定すると、キャプチャジョブはトランザクションログのすべて
のイベントを処理します。これらのパラメータを推奨値未満に設定すると、MS-CDC のレイテンシーが増
加し、トランザクションログが大きくなります。

maxtransワークロードの変化によって発生するイベントの数はさまざまであるため、maxscansおよび
の適切な値を特定することは困難な場合があります。この場合、MS-CDC レイテンシーの監視を設定する
ことをお勧めします。詳細については、SQL Server ドキュメントの「プロセスの監視」を参照してくださ
い。次にmaxtrans、maxscans監視結果に基づいて動的に構成します。

AWS DMSタスクを再開または続行するのに必要なログシーケンス番号 (LSN) をタスクが見つけられない
場合、タスクは失敗し、完全なリロードが必要になることがあります。

サポートされている SQL Server の圧縮方法
次の表は、SQL Server バージョンごとに AWS DMS によりサポートされている圧縮方法を示していま
す。

SQL Server version 行/ページの圧縮 (パーティション
レベル)

Vardecimal ストレージ形式

2005 いいえ いいえ

2008 はい いいえ

2012 はい いいえ

2014 はい いいえ

Note

スパース列とカラム構造圧縮はサポートされていません。

セルフ管理 SQL Server AlwaysOn 可用性グループの操作
SQL Server Always On 可用性グループは、データベースミラーリングに代わるエンタープライズレベルの
代替手段として、高可用性と障害回復を実現します。

ではAWS DMS、1 つのプライマリまたはセカンダリの可用性グループのレプリカから変更を移行できま
す。

プライマリアベイラビリティーグループレプリカの操作
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ソースとしてプライマリアベイラビリティグループをで使用するにはAWS DMS、以下の操作を実
行します。

1. 可用性レプリカ内のすべての SQL Server インスタンスの配布オプションを有効にします。詳細につ
いては、「自己管理 SQL Server で sysadmin ロールを使用して継続的なレプリケーションをセット
アップする (p. 209)」を参照してください。

2. AWS DMS コンソールで、SQL Server ソースデータベース設定を開きます。[Server Name] には、可
用性グループリスナー用に設定されたドメインネームサービス (DNS) 名または IP アドレスを指定し
ます。

初めて AWS DMS タスクを開始する場合、開始に通常より時間がかかることがあります。この速度低下
は、テーブル記事の作成が可用性グループサーバーによって重複しているために発生します。

セカンダリアビリティーグループレプリカの使用

ソースとして 2 つ目の可用性グループをで使用するにはAWS DMS、以下の操作を実行します。

1. 個々のレプリカへの接続には、AWS DMSソースエンドポイントのユーザーが使用するものと同じ認
証情報を使用してください。

2. AWS DMSレプリケーションインスタンスが既存のすべてのレプリカの DNS 名を解決し、それらに接
続できることを確認します。次の SQL クエリを使用して、すべてのレプリカの DNS 名を取得できま
す。

select ar.replica_server_name, ar.endpoint_url from sys.availability_replicas ar
JOIN sys.availability_databases_cluster adc
ON adc.group_id = ar.group_id AND adc.database_name = '<source_database_name>';

3. ソースエンドポイントを作成するときは、エンドポイントのサーバー名またはエンドポイントシーク
レットのサーバーアドレスに可用性グループリスナーの DNS 名を指定します。可用性グループリス
ナーの詳細については、「可用性グループリスナーとは」を参照してください。 で SQL Server のド
キュメントを参照してください。

パブリック DNS サーバーまたはオンプレミス DNS サーバーのいずれかを使用して、可用性グループ
リスナー、プライマリレプリカ、およびセカンダリレプリカを解決できます。オンプレミスの DNS 
サーバーを使用するには、Amazon Route 53 リゾルバーを設定します。詳細については、「 独自のオ
ンプレミスネームサーバーの使用 (p. 114)」を参照してください。

4. ソースエンドポイントに、次の追加の接続属性を追加します。

追加接続属性 値 メモ

applicationIntent ReadOnly この ODBC 設定がないと、レプリケー
ションタスクはプライマリアベイラビリ
ティグループレプリカにルーティングさ
れます。詳細については、SQL Server ド
キュメントの「SQL Server ネイティブク
ライアントSupport」を参照してくださ
い。

multiSubnetFailover yes 詳細については、SQL Server ドキュメン
トの「SQL Server ネイティブクライアン
トSupport」を参照してください。

alwaysOnSharedSynchedBackupIsEnabledfalse 詳細については、「ソースとして SQL 
Server を使用する場合のエンドポイント
の設定AWS DMS (p. 217)」を参照して
ください。
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追加接続属性 値 メモ

activateSafeguard false 詳細については、「制限事項 (p. 217)」
を参照してください。

setUpMsCdcForTables false 詳細については、「制限事項 (p. 217)」
を参照してください。

5. 可用性グループのすべてのレプリカで配布オプションを有効にします。すべてのノードをディス
トリビューターリストに追加します。詳細については、「ディストリビューションを設定するに
は (p. 209)」を参照してください。

6. プライマリの読み取り/書き込みレプリカで次のクエリを実行して、データベースの公開を有効にしま
す。このクエリは、データベースに対して 1 回だけ実行します。

sp_replicationdboption @dbname = N'<source DB name>', @optname = N'publish', @value = 
 N'true';

制限事項

セカンダリアベイラビリティグループのレプリカを使用する場合の制限は次のとおりです。

• AWS DMS読み取り専用の可用性グループのレプリカをソースとして使用する場合、Safeguard はサ
ポートされません。詳細については、「ソースとして SQL Server を使用する場合のエンドポイントの
設定AWS DMS (p. 217)」を参照してください。

• AWS DMS読み取り専用の可用性グループのレプリカをソースとして使用する場
合、setUpMsCdcForTables追加の接続属性はサポートされません。詳細については、「ソースとして 
SQL Server を使用する場合のエンドポイントの設定AWS DMS (p. 217)」を参照してください。

• AWS DMSバージョン 3.4.7 以降の継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ、または CDC) の
ソースデータベースとして、自己管理型のセカンダリアベイラビリティグループレプリカを使用できま
す。クラウド SQL Server マルチ AZ リードレプリカはサポートされません。の以前のバージョンを使用
している場合はAWS DMS、必ず CDC のソースデータベースとしてプライマリアベイラビリティグルー
プレプリカを使用してください。

他のノードへのフェイルオーバー

ApplicationIntentエンドポイントの追加接続属性をに設定するとReadOnly、AWS DMSタスクは読
み取り専用ルーティングの優先順位が最も高い読み取り専用ノードに接続します。次に、優先順位が最
も高い読み取り専用ノードが使用できなくなったときに、可用性グループ内の他の読み取り専用ノードに
フェイルオーバーします。設定しない場合ApplicationIntent、AWS DMSタスクは可用性グループの
プライマリ (読み取り/書き込み) ノードにのみ接続されます。

ソースとして SQL Server を使用する場合のエンドポイントの設
定AWS DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用と同様に、SQL Server ソースデータベース
を設定できます。AWS DMSコンソールを使用してソースエンドポイントを作成するとき、または--
microsoft-sql-server-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-
endpoint AWS CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

次の表は、ソースとして SQL Server で使用できるエンドポイントの設定を示しています。
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名前 説明

AlwaysOnSharedSynchedBackupIsEnabledこの属性は、Always On 可用性グループクラスターの一部と
してホストされている SQL Server ソースデータベースから
移行する AWS DMS の動作を調整します

AWS DMS では、Always On クラスタで実行するように構成
された SQL Server ソースデータベースのサポートが強化さ
れています。この場合、AWS DMS は、ソースデータベース 
インスタンスがホストされているノード以外の Always On ク
ラスタ内のノードからトランザクション バックアップが実行
されているかどうかを追跡しようとします。移行タスクのス
タートアップ時に、は、AWS DMSクラスタ内の各ノードに
接続しようとしますが、いずれかのノードに接続できない場
合は失敗します。

必要な場合、AWS DMS Always On クラスタ内のすべての
ノードでトランザクションバックアップをポーリングするに
は、false に対してこの属性を設定します。

デフォルト値: true

有効な値: true または false

例: '{"AlwaysOnSharedSynchedBackupIsEnabled": 
false}'

ActivateSafeguard この属性は、Safeguard をオンまたはオフにしま
す。Safeguardの詳細については、SafeguardPolicy以下を
参照してください。

デフォルト値: true

有効な値: {false, true}

例: '{"ActivateSafeguard": true}'

SafeguardPolicy パフォーマンスを最大限に高めるため、AWS DMS は未読
み取りのすべての変更をアクティブなトランザクションロ
グ (TLOG) からキャプチャしようとします。ただし、場合に
よっては切り捨てが行われるため、アクティブな TLOG に未
読みトロイの変更すべてが含まれていないことがあります。
この場合、AWS DMS はバックアップログにアクセスして、
消失した変更をキャプチャします。バックアップログにアク
セスする必要性を最小限に抑えるため、AWS DMS は次のい
ずれかの方法を使用して切り捨てを防止します。

1. Start transactions in the database: これがデフォルトの方
法です。この方法を使用する場合、AWS DMS はデータベー
スでトランザクションを模倣することで、TLOG の切り捨て
を防ぎます。そのようなトランザクションが開かれている限
り、そのトランザクションが開始されてから生じる変更は切
り捨てされません。データベースで Microsoft レプリケーショ
ンを有効にする場合、この方法を選択する必要があります。

EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATIONこの設定の目的は、
トランザクションログから未読の変更が切り捨てられない
ようにすることです。このオプションを選択すると、AWS 
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名前 説明
DMSというソースデータベースにテーブルが作成されま
すawsdms_truncation_safeguard。このテーブルは、
データベース内のトランザクションを模倣することで、ト
ランザクションログが切り捨てられるのを防ぎます。これに
より、イベントが切り捨てられてバックアップログに 5 分
間移動されるのを防ぎます (デフォルト)。 AWS DMSこれ
で、バックアップログからイベントを読み取らなくても、
トランザクションログからすべてのイベントを読み取るこ
とができます。「データベースでトランザクションを開始す
る」SafeguardPolicy に設定されているタスクがない場合
は、awsdms_truncation_safeguardテーブルを安全に削
除できます。

2. [Exclusively use sp_repldone within a single task](一つの
タスク内では sp_repldone のみ使用):この方法を使用する
と、AWS DMS が変更を読み取った後、sp_repldone を使用
して TLOG トランザクションを切り捨て準備完了とマークし
ます。この方法にはトランザクションアクティビティが伴い
ませんが、Microsoft レプリケーションが実行されていないと
きのみ使用できます。さらに、この方法を使用すると、一度
に 1 つの AWS DMS タスクのみデータベースにアクセスで
きます。したがって、同じデータベースに対して並行 AWS 
DMS タスクを実行する必要がある場合は、デフォルトの方法
を使用してください。

デフォルト値:
RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT

有効な値: {EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION,
RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT}

例: '{"SafeguardPolicy": 
"RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT"}'

注意:

• EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION RDS for SQL 
Server ストアドプロシージャを実行するためのアクセス権
がないため、ソースインスタンスでソースインスタンスで
ソースインスタンスでソースインスタンスでは機能しませ
んsp_repldone。

• sysadminSafeguardPolicyEXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION
ロールを使用せずにに設定した場合
は、dbo.syscategoriesdbo.sysjobsdmsuserおよび
オブジェクトに対する権限をユーザーに付与する必要があ
ります。
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名前 説明

SetUpMsCdcForTables この属性は、ソースデータベースと、MS レプリケー
ションが有効になっていないタスクマッピング内のテー
ブルの MS-CDC を有効にします。trueこの値をに設定
すると、sp_cdc_enable_dbソースデータベースでス
トアドプロシージャが実行され、ソースデータベースで 
MSsp_cdc_enable_table レプリケーションが有効になっ
ていないタスクの各テーブルでストアドプロシージャが実行
されます。ディストリビューションをオンにすることの詳細
については、「」を参照してください自己管理 SQL Server 
で sysadmin ロールを使用して継続的なレプリケーションを
セットアップする (p. 209)。

有効な値: {true, false}

例: '{"SetUpMsCdcForTables": true}'

ReadBackupOnly この属性を使用するには、sysadmin 権限が必要です。この
属性が Y に設定されている場合、AWS DMS は、継続的レプ
リケーション間にトランザクションログのバックアップから
の変更のみを読み取り、アクティブ トランザクション ログ 
ファイルからは読み取られません。このパラメータを Y に設
定すると、完全ロードおよび継続的なレプリケーションタス
ク中に、アクティブなトランザクションのログファイルの拡
張を制御することができます。ただし、これによって継続的
なレプリケーションに一部のソースレイテンシーが生じるこ
とがあります。

有効な値: N または Y。デフォルトは N です。

例: '{"ReadBackupOnly": Y}'

注意:このパラメータは、RDS がバックアップを実行する方
法であるため、Amazon RDS SQL Server ソースインスタン
スでは機能しません。

Use3rdPartyBackupDevice この属性がYに設定されている場合,AWS DMS は、サード
パーティのトランザクション ログ バックアップがネイティブ
形式で作成されている限り処理します。

"MultiSubnetFailover": "Yes" この ODBC ドライバ属性によって、可用性グループのフェー
ルオーバー時に DMS が新しいプライマリに接続しやすくな
ります。この属性は、接続が切断されているか、リスナーの 
IP アドレスが正しくない状況向けに設計されています。この
ような状況で、AWS DMS は、可用性グループリスナーに関
連付けられたすべての IP アドレスへの接続を試みます。

"ApplicationIntent": 
"readonly"

この ODBC ドライバー属性設定により、SQL Server はレプ
リケーションタスクを最も優先度の高い読み取り専用ノード
にルーティングします。この設定がない場合、SQL Server は
レプリケーションタスクをプライマリの読み取り/書き込み
ノードにルーティングします。
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名前 説明

FatalOnSimpleModel に設定した場合true、SQL Server データベースリカバリモ
デルがに設定されていると、simple致命的エラーが生成され
ます。

デフォルト値: false

有効な値: true または false

例: '{"FatalOnSimpleModel": true}'

TlogAccessMode CDC データの取得に使用されるモードを示します。

デフォルト値: PreferTlog

有効な値:
BackupOnly、PreferBackup、PreferTlog、TlogOnly

例: '{"TlogAccessMode": "PreferTlog"}'

ForceLobLookup インライン LOB で LOB 検索を強制します。

デフォルト値: false

有効な値: true、false

例: '{"ForceLobLookup": false}'

SQL Server のソースデータ型
SQL Server を AWS DMS のソースとして使用するデータ移行では、ほとんどの SQL Server データ型がサ
ポートされます。次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる SQL Server のソースデータ型
と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイ
ントのセクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

SQL Server のデータ型 AWS DMS データ型

BIGINT INT8

BIT BOOLEAN

DECIMAL NUMERIC

INT INT4

MONEY NUMERIC

NUMERIC (p,s) NUMERIC

SMALLINT INT2

SMALLMONEY NUMERIC

221



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
SQL Server のソースとしての使用

SQL Server のデータ型 AWS DMS データ型

TINYINT UINT1

REAL REAL4

FLOAT REAL8

DATETIME DATETIME

DATETIME2 (SQL Server 2008 以降) DATETIME

SMALLDATETIME DATETIME

DATE DATE

TIME TIME

DATETIMEOFFSET WSTRING

CHAR STRING

VARCHAR STRING

VARCHAR(max) CLOB

TEXT

AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定
のタスク用に CLOB データ型の使用を有効にする
必要があります。

SQL Server テーブルの場合、SQL Server で LOB 
列の値を変更しない UPDATE ステートメントで
も、AWS DMS はターゲットの LOB 列を更新しま
す。

CDC 中、AWS DMS はプライマリキーを含むテー
ブルでのみ CLOB データ型をサポートします。

NCHAR WSTRING

NVARCHAR (長さ) WSTRING
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SQL Server のデータ型 AWS DMS データ型

NVARCHAR (最大) NCLOB

NTEXT

でこのデータ型を使用するにはAWS DMS、特定
のタスクでを使用できるようにする必要がありま
す。 SupportLobs Lob サポートの有効化に関する
詳細については、AWS DMS タスクのソースデー
タベースの LOB サポートの設定 (p. 522) をご参
照ください。

SQL Server テーブルの場合、SQL Server で LOB 
列の値を変更しない UPDATE ステートメントで
も、AWS DMS はターゲットの LOB 列を更新しま
す。

CDC 中、AWS DMS はプライマリキーを含むテー
ブルでのみ CLOB データ型をサポートします。

BINARY BYTES

VARBINARY BYTES

VARBINARY (最大) BLOB

IMAGE

SQL Server テーブルの場合、SQL Server で LOB 
列の値を変更しない UPDATE ステートメントで
も、AWS DMS はターゲットの LOB 列を更新しま
す。

AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定
のタスク用に BLOB データ型の使用を有効にする
必要があります。

AWS DMS は、プライマリキーを含むテーブルで
のみ BLOB データ型をサポートします。

TIMESTAMP BYTES

UNIQUEIDENTIFIER STRING

HIERARCHYID SQL Server ターゲットエンドポイントにレプリ
ケートする場合は、HIERARCHYID を使用しま
す。

他のすべてのターゲットエンドポイントにレプリ
ケートする場合は、WSTRING (250) を使用しま
す。
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SQL Server のデータ型 AWS DMS データ型

XML NCLOB

SQL Server テーブルの場合、SQL Server で LOB 
列の値を変更しない UPDATE ステートメントで
も、AWS DMS はターゲットの LOB 列を更新しま
す。

AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定
のタスク用に NCLOB データ型の使用を有効にす
る必要があります。

CDC 中、AWS DMS はプライマリキーを含むテー
ブルでのみ NCLOB データ型をサポートします。

GEOMETRY このデータ型をサポートするターゲットエンドポ
イントにレプリケートする場合は、GEOMETRY 
を使用します。

このデータ型をサポートしないターゲットエンド
ポイントにレプリケートする場合は、CLOB を使
用します。

GEOGRAPHY このデータ型をサポートするターゲットエンドポ
イントにレプリケートする場合は、GEOGRAPHY 
を使用します。

このデータ型をサポートしないターゲットエンド
ポイントにレプリケートする場合は、CLOB を使
用します。

AWS DMS は、以下のデータ型のフィールドを含むテーブルをサポートしません。

• CURSOR
• SQL_VARIANT
• TABLE

Note

ユーザー定義のデータ型は、基本型に従ってサポートされます。たとえば、DATETIME をベース
とするユーザー定義のデータ型は DATETIME データ型として扱われます。

Microsoft Azure SQL データベースの AWS DMS の
ソースとしての使用
AWS DMS では、ソースとして Microsoft Azure SQL データベースを SQL Server とほとんど同じ方法で使
用できます。AWS DMS は、ソースとして、オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスで実行されて
いる SQL Server にサポートされるデータベースバージョンの同じリストをサポートします。

詳細については、「Microsoft SQL Server データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 203)」
を参照してください。
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Note

AWS DMS は、Azure SQL データベースを使用した変更データキャプチャ (CDC) オペレーション
はサポートしていません。

Microsoft Azure SQL マネージドインスタンスをソー
スとして使用するAWS DMS
を使用するとAWS DMS、SQL Server とほぼ同じ方法で Microsoft Azure SQL マネージドインスタンスを
ソースとして使用できます。 AWS DMSは、ソースとして、オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタン
スで実行されている SQL Server にサポートされるデータベースバージョンの同じリストをサポートしま
す。

詳細については、「Microsoft SQL Server データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 203)」
を参照してください。

AWS DMS のソースとしての Google Cloud for 
MySQL の使用
AWS DMS を使用すると、MySQL の場合とほぼ同じ方法で Google Cloud for MySQL をソースとして使用
できます。

詳細については、「MySQL 互換データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 248)」を参照して
ください。

Note

ソースとしての MySQL 4.7 は、AWS DMSバージョン 3.4.4 6 で対応します。
AWS DMSMySQLverify-full インスタンス用 GCP の SSL モードはサポートされていませ
ん。
GCP MySQL セキュリティ設定は、サーバーとクライアントの両方の証明書の検証が必要なた
め、Allow only SSL connectionsサポートされていません。 AWS DMSサーバー証明書の検
証のみをサポートします。
AWS DMSは、binlog_checksumデータベースフラグの MySQL 用 GCP CloudSQLCRC32 のデ
フォルト値をサポートしています。

AWS DMS ソースとしての PostgreSQL データベース
の使用
AWS DMS を使用して、1 つ以上の PostgreSQL データベースからデータを移行できます。ソー
スとして PostgreSQL データベースを使用すると、別の PostgreSQL データベースまたはサ
ポートされている他のデータベースのいずれかにデータを移行できます。 AWS DMSでは、以
下のタイプのデータベースのソースとして、PostgreSQL バージョン 9.4 以降 (バージョン 9.x 
用)、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、13.x、14.x、13.x、14.x、12.x、12.x、12.x、12.x、12.x、12.x、12.x、12.x、12.x、13.x、14.x、

• オンプレミスのデータベース
• Amazon EC2 インスタンスでのデータベース
• Amazon RDS DB インスタンス上のデータベース
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに基づく DB インスタンス上のデータベース
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換サーバーレスエディションに基づく DB インスタンス上のデータベー

ス
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Note

DMS は Amazon Aurora PostgreSQL (サーバーレス V1) をフルロードのソースとしてのみサポー
トしています。ただし、Amazon Aurora PostgreSQL (サーバーレス V2) をフルロード、フルロー
ド + CDC、および CDC のみのタスクのソースとして使用できます。

PostgreSQL 
ソー
ス
バー
ジョ
ン

使用する AWS DMS バージョン

9.x、10.x、11.x、12.x使用可能な任意の AWS DMS バージョンを使用します。

13.xAWS DMS バージョン 3.4.3 以上を使用します。

14.xAWS DMSバージョン 3.4.4.7 以上を使用します。

Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、PostgreSQL エンドポイントとレプリケーション インスタン
スとの接続を暗号化できます。PostgreSQL エンドポイントで SSL を使用する方法の詳細については、
「AWS Database Migration Service での SSL の使用 (p. 706)」をご参照ください。

ソースとして PostgreSQL を使用する場合の追加セキュリティ要件として、指定されるユーザーアカウン
トは PostgreSQL データベースの登録済みユーザーでなければなりません。

AWS DMS ソースエンドポイントとして PostgreSQL データベースを設定するには、次の操作を行いま
す：

• PostgreSQL ソースデータベースへの AWS DMS アクセスを提供するのに適切な許可を持つ 
PostgreSQL ユーザーを作成します。

Note

• PostgreSQL ソースデータベースが自己管理型の場合は詳細については、「AWS DMS の
ソースとして自己管理 PostgreSQL データベースを使用する (p. 227)」をご参照ください。

• PostgreSQL ソースデータベースが Amazon RDS によって管理されている場合詳細に
ついては、「DMS ソースとして AWS が管理する PostgreSQL データベースを使用す
る (p. 228)」をご参照ください。

• 選択した PostgreSQL データベース設定に準拠する PostgreSQL ソース エンドポイントを作成します。
• テーブルを移行するタスクまたはタスクのセットを作成します。

full-load-only タスクを作成する場合、これ以上エンドポイントの設定は必要ありません。

変更データキャプチャのタスク(CDC のみ、または全ロードおよび CDC タスク)を作成する前
に、「AWS DMS ソースとしてセルフ管理 PostgreSQL データベースを使用して CDC を有効にす
る (p. 228)」または「AWS DMS を使用して AWS が管理する PostgreSQL DB インスタンスでの CDC 
の有効化 (p. 229)」をご参照ください。

トピック
• AWS DMS のソースとして自己管理 PostgreSQL データベースを使用する (p. 227)
• DMS ソースとして AWS が管理する PostgreSQL データベースを使用する (p. 228)
• 論理レプリケーションを使用した変更データ キャプチャ (CDC) の有効化 (p. 231)
• ネイティブ CDC スタートポイントを使用して PostgreSQL ソース エンドポイントの CDC ロードを設

定するには (p. 233)
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• AWS DMS を使用して PostgreSQL から PostgreSQL へ移行します。 (p. 235)
• PostgreSQL ソースデータベースからの AWS DMS アーティファクトの削除 (p. 239)
• DMS ソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の追加設定 (p. 239)
• MapBooleanAsBoolean PostgreSQL エンドポイント設定を使用する (p. 239)
• DMS ソースとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイント設定 (p. 240)
• DMS のソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の制限 (p. 243)
• PostgreSQL のソースデータ型 (p. 245)

AWS DMS のソースとして自己管理 PostgreSQL データベースを
使用する
ソースとしてセルフ管理 PostgreSQL データベースを使用すると、別の PostgreSQL データベースまたは 
AWS DMS にサポートされている他のターゲット データベースのいずれかにデータを移行できます。デー
タベースソースには、オンプレミスのデータベースまたは Amazon EC2 インスタンスで実行されているセ
ルフ管理エンジンを使用できます。DB インスタンスは、全ロードタスクと継続的レプリケーションの変
更データキャプチャ (CDC) タスクの両方に使用できます。

AWS DMS のソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の前提条件

自己管理 PostgreSQL ソースデータベースからデータを移行する前に、次の操作を行います：

• バージョン 9.4.x 以降の PostgreSQL データベースを使用します。
• 全ロードと CDC タスクまたは CDC のみのタスクの場合は、PostgreSQL ソースデータベースに指定さ

れたユーザーアカウントにスーパーユーザー許可を付与します。ユーザー アカウントはソース内のレプ
リケーション固有機能にアクセスするには、スーパーユーザー許可が必要です。全ロードのみのタスク
の場合、それらを移行するには、ユーザー アカウントはテーブルで SELECT 許可が必要です。

• AWS DMS レプリケーションサーバーの IP アドレスを pg_hba.conf 設定ファイルに追加し、レプリ
ケーションおよびソケット接続を有効にします。以下に例を示します。

            # Replication Instance 
            host all all 12.3.4.56/00 md5 
            # Allow replication connections from localhost, by a user with the 
            # replication privilege. 
            host replication dms 12.3.4.56/00 md5 
             

PostgreSQL の pg_hba.conf の設定ファイルはクライアント認証を制御します。(HBA はホストベース
の認証を表します) ファイルは従来、データベースクラスターのデータディレクトリに保存されていま
す。

• AWS DMS を使用してデータベースを論理レプリケーションのソースとして構成する場合、「AWS 
DMS ソースとしてセルフ管理 PostgreSQL データベースを使用して CDC を有効にする (p. 228)」を
ご参照ください。

Note

一部の AWS DMS トランザクションでは、DMS エンジンで再度そのパラメータが使用
されるまでの間、しばらくアイドル状態になります。PostgreSQL バージョン 9.6 以降で
idle_in_transaction_session_timeout パラメータを使用すると、アイドル状態のトラン
ザクションでタイムアウトやエラーが生じる場合があります。AWS DMS を使用する際、アイド
ル状態のトランザクションを終了しないでください。
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AWS DMS ソースとしてセルフ管理 PostgreSQL データベースを使用して CDC 
を有効にする

AWS DMS では、論理レプリケーションを使用した変更データキャプチャ (CDC) がサポートされ
ています。セルフ管理 PostgreSQL ソースデータベースの論理レプリケーションを有効にするに
は、postgresql.conf の設定ファイルで以下のパラメータと値を設定します:

• wal_level = logical を設定します。
• max_replication_slots を 1 より大きい値に設定します。

max_replication_slots 値は、実行するタスクの数に従って設定してください。たとえば、5 つの
タスクを実行するには、少なくとも 5 つのスロットを設定する必要があります。スロットは、タスクが
開始するとすぐに自動的に開き、タスクが実行されなくなった場合でも開いたままです。開いているス
ロットは手動で削除してください。

• max_wal_senders を 1 より大きい値に設定します。

max_wal_senders パラメータは、実行可能な同時タスクの数を設定します。
• wal_sender_timeout パラメータは、指定されたミリ秒数が過ぎても非アクティブなレプリケーショ

ン接続を終了します。デフォルトは 60000 ミリ秒 (60 秒) です。値を 0 (ゼロ) に設定するとタイムアウ
トメカニズムが無効になり、DMS の有効な設定です。

wal_sender_timeoutゼロ以外の値に設定する場合、DMS には最低 10000 ミリ秒（10 秒）が必要
で、値が 10000 未満の場合は失敗します。DMS レプリケーションインスタンスのマルチ AZ フェイル
オーバー中に遅延が発生しないように、値は 5 分未満にしてください。

一部のパラメータは静的であり、サーバースタート時にのみ設定できます。設定ファイル (セルフマネー
ジドデータベースの場合) または DB パラメータグループ (RDS for PostgreSQL データベース) への変更
は、サーバーが再起動されるまで無視されます。詳細については、PostgreSQL ドキュメントをご参照く
ださい。

CDC を有効にすることに関する詳細については、「論理レプリケーションを使用した変更データ キャプ
チャ (CDC) の有効化 (p. 231)」をご参照ください。

DMS ソースとして AWS が管理する PostgreSQL データベース
を使用する
AWS が管理する PostgreSQL DB インスタンスを AWS DMS のソースとして使用できます。AWSが管理
する PostgreSQL ソースを使用して、全ロードタスクと変更データキャプチャ (CDC) タスクの両方を実行
できます。

DMS のソースとして AWSが管理する PostgreSQL データベースを使用する場合
の前提条件

AWS が管理する PostgreSQL ソースデータベースからデータを移行する前に、以下を実行します：

• PostgreSQL DB インスタンス用 AWS マスター ユーザーアカウントを AWS DMS の PostgreSQL 
ソース エンドポイント用ユーザーアカウントとして使用します。マスターユーザーアカウントに
は、CDC を設定するために必要なロールがあります。マスター ユーザーアカウント以外のアカウン
トを使用する場合、アカウントには rds_superuser ロールと rds_replication ロールが必要で
す。rds_replication ロールは、論理スロットを管理し、論理スロットを使用してデータをストリー
ミングするアクセス権許可付与します。

DB インスタンスのマスター ユーザーアカウントを使用しない場合は、使用するアカウントのマス
ター ユーザーアカウントから複数のオブジェクトを作成する必要があります。その作成についての
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詳細は、「マスター ユーザーアカウントを使用せず Amazon RDS for PostgreSQL データベースの移
行 (p. 230)」をご参照ください。

• ソースデータベースが仮想プライベートクラウド (VPC) にある場合は、データベースが常駐する DB イ
ンスタンスへのアクセス権を提供する VPC セキュリティグループを選択します。これは、DMS レプリ
ケーション インスタンスがソース DB インスタンスに正常に接続するために必要です。データベースと 
DMS レプリケーション インスタンスが同じ VPC 内にある場合は、適切なセキュリティグループを独自
のインバウンド ルールに追加します。

Note

一部の AWS DMS トランザクションでは、DMS エンジンで再度そのパラメータが使用
されるまでの間、しばらくアイドル状態になります。PostgreSQL バージョン 9.6 以降で
idle_in_transaction_session_timeout パラメータを使用すると、アイドル状態のトラン
ザクションでタイムアウトやエラーが生じる場合があります。AWS DMS を使用する際、アイド
ル状態のトランザクションを終了しないでください。

AWS DMS を使用して AWS が管理する PostgreSQL DB インスタンスでの CDC 
の有効化

DB インスタンスが論理レプリケーションを使用するように設定されている場合、AWS DMS では 
Amazon RDS PostgreSQL データベースでの CDC がサポートされています。次の表は、それぞれの AWS 
が管理する PostgreSQL バージョンの論理レプリケーション互換性をまとめたものです。

CDC (継続的レプリケーション) には RDS for PostgreSQL リードレプリカを使用できません。

PostgreSQL バージョン AWS DMS 全ロードのサポート AWS DMS CDC のサポート

Aurora PostgreSQL バージョン 
2.1 (PostgreSQL 10.5 以前と互
換)

はい いいえ

Aurora PostgreSQL バージョン 
2.2 と PostgreSQL 10.6 (または
それ以上)

はい はい

PostgreSQL 10.21 (またはそれ以
上) と互換性のある PostgreSQL 
用の RDS

はい はい

RDS PostgreSQL DB インスタンスに対して論理レプリケーションを有効にするには

1. PostgreSQL DB インスタンス用の AWS マスター ユーザーアカウントを PostgreSQL ソース エンド
ポイント用ユーザーアカウントとして使用します。マスターユーザーアカウントには、CDC を設定す
るために必要なロールがあります。

マスター ユーザーアカウント以外のアカウントを使用する場合は、使用するアカウントのマスター 
ユーザーアカウントから複数のオブジェクトを作成する必要があります。詳細については、「マス
ター ユーザーアカウントを使用せず Amazon RDS for PostgreSQL データベースの移行 (p. 230)」を
参照してください。

2. DB CLUSTER パラメータグループの rds.logical_replication パラメータ
を 1 に設定します。この静的パラメータを有効にするには、DB インスタンスを再
起動する必要があります。このパラメータを適用する一環として、AWS DMS は
wal_level、max_wal_senders、max_replication_slots、max_connections の各パラメー
タを設定します。これらのパラメータの変更によって先書きログ (WAL) の生成が増える可能性がある
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ため、論理レプリケーションスロットを使用する場合にのみ rds.logical_replication を設定し
てください。

3. wal_sender_timeout パラメータは、指定されたミリ秒数が過ぎても非アクティブなレプリケー
ション接続を終了します。デフォルトは 60000 ミリ秒 (60 秒) です。値を 0 (ゼロ) に設定するとタイ
ムアウトメカニズムが無効になり、DMS の有効な設定です。

wal_sender_timeoutゼロ以外の値に設定する場合、DMS には最低 10000 ミリ秒（10 秒）が必要
で、値が 0 から 10000 の間の場合は失敗します。DMS レプリケーションインスタンスのマルチ AZ 
フェイルオーバー中に遅延が発生しないように、値は 5 分未満にしてください。

4. DB クラスター パラメータグループで max_worker_processes パラメータの値
が、max_logical_replication_workers、autovacuum_max_workers、max_parallel_workersの
合計値以上となるようにしてください。多数のバックグラウンド ワーカー プロセスが、スモー
ルインスタンスではアプリケーション ワークロードに影響を与える可能性があります。したがっ
て、max_worker_processes をデフォルト値より大きく設定した場合は、データベースのパフォー
マンスをモニタリングしてください。

マスター ユーザーアカウントを使用せず Amazon RDS for PostgreSQL データ
ベースの移行

場合によっては、ソースとして使用している Amazon RDS PostgreSQL DB インスタンス用マスター ユー
ザーアカウントを使用しない場合があります。このような場合は、データ定義言語 (DDL) イベントをキャ
プチャするために複数のオブジェクトを作成します。マスターアカウント以外のアカウントでこれらのオ
ブジェクトを作成し、マスターユーザーアカウントでトリガーを作成します。

Note

captureDDLsfalseソースエンドポイントでエンドポイントの設定をに設定した場合は、以下の
テーブルを作成し、ソースデータベースでトリガーする必要はありません。

これらのオブジェクトを作成するには、以下の手順を実行します。

オブジェクトを作成するには

1. オブジェクトが作成されるスキーマを選択します。デフォルトのスキーマは public です。スキーマ
が存在し、OtherThanMaster アカウントからアクセス可能であることを確認します。

2. マスターアカウント以外のユーザーアカウントを使用して PostgreSQL DB インスタンス、ここでは
OtherThanMaster アカウントにログインします。

3. 以下のコマンドを実行し、以下のコード内の objects_schema を使用するスキーマの名前に置き換
えて awsdms_ddl_audit テーブルを作成します。

CREATE TABLE objects_schema.awsdms_ddl_audit
( 
  c_key    bigserial primary key, 
  c_time   timestamp,    -- Informational 
  c_user   varchar(64),  -- Informational: current_user 
  c_txn    varchar(16),  -- Informational: current transaction 
  c_tag    varchar(24),  -- Either 'CREATE TABLE' or 'ALTER TABLE' or 'DROP TABLE' 
  c_oid    integer,      -- For future use - TG_OBJECTID 
  c_name   varchar(64),  -- For future use - TG_OBJECTNAME 
  c_schema varchar(64),  -- For future use - TG_SCHEMANAME. For now - holds 
 current_schema 
  c_ddlqry  text         -- The DDL query associated with the current DDL event
); 
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4. 以下のコマンドを実行して awsdms_intercept_ddl 関数を作成します。コード内の
objects_schema は、使用するスキーマの名前に置き換えてください。

CREATE OR REPLACE FUNCTION objects_schema.awsdms_intercept_ddl() 
  RETURNS event_trigger
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER 
  AS $$ 
  declare _qry text;
BEGIN 
  if (tg_tag='CREATE TABLE' or tg_tag='ALTER TABLE' or tg_tag='DROP TABLE') then 
         SELECT current_query() into _qry; 
         insert into objects_schema.awsdms_ddl_audit 
         values 
         ( 
         default,current_timestamp,current_user,cast(TXID_CURRENT()as 
 varchar(16)),tg_tag,0,'',current_schema,_qry 
         ); 
         delete from objects_schema.awsdms_ddl_audit;
end if;
END;
$$; 
                         

5. OtherThanMaster アカウントからログアウトし、rds_superuser ロールが割り当てられたアカウ
ントを使用してログインします。

6. 以下のコマンドを実行してイベントトリガー awsdms_intercept_ddl を作成します。

CREATE EVENT TRIGGER awsdms_intercept_ddl ON ddl_command_end  
EXECUTE PROCEDURE objects_schema.awsdms_intercept_ddl(); 
                         

7. これらのイベントにアクセスするすべてのユーザーおよびロールに必要な DDL 許可があることを確認
します。例:

grant all on public.awsdms_ddl_audit to public;
grant all on public.awsdms_ddl_audit_c_key_seq to public;

前の手順を完了したら、OtherThanMaster アカウントを使用して AWS DMS ソースエンドポイントを作
成できます。

Note

これらのイベントは、CREATE TABLE、ALTER TABLE、および DROP TABLE ステートメントに
よってトリガーされます。

論理レプリケーションを使用した変更データ キャプチャ (CDC) 
の有効化
PostgreSQL のネイティブ論理レプリケーション機能を使用して、PostgreSQL DB ソース用データ
ベース移行中に変更データ キャプチャ (CDC) を有効にすることができます。この機能は、セルフ管理 
PostgreSQL および Amazon RDS for PostgreSQL SQL DB インスタンスで使用できます。この方法では、
ダウンタイムが短縮され、ターゲットデータベースがソース PostgreSQL データベースと同期しやすくな
ります。

AWS DMS は、プライマリ キーを持つ PostgreSQL テーブルの CDC をサポートしています。テーブルに
プライマリ キーがない場合、先書きログ (WAL) にはデータベース行の前イメージが含まれません。この
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場合、DMS はテーブルを更新できません。ここでは、追加の構成設定を使用し、回避策としてテーブル
レプリカ アイデンティティを使用できます。ただし、この方法では追加のログが生成される可能性があり
ます。注意深いテストの後にのみ、回避策としてテーブルレプリカ アイデンティティ を使用することを
お勧めします。詳細については、「DMS ソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の追加設
定 (p. 239)」を参照してください。

Note

REPLICA IDENTITY FULL は論理デコードプラグインではサポートされていますが、pglogical プ
ラグインではサポートされていません。詳細については、pglogical のドキュメントを参照してく
ださい。

全ロードおよび CDC および CDC のみのタスクの場合、AWS DMSは、論理レプリケーション スロット
を使用して、ログがデコードされるまで、レプリケーション用 WAL ログを保持します。全ロードおよび 
CDC タスクまたは CDC タスクの再起動(再開ではない)によって、レプリケーション スロットが再作成さ
れます。

Note

論理デコードの場合、DMS は test_decoding または pglogical プラグインのいずれかを使用
します。pglogical プラグインがソース PostgreSQL データベースで使用できる場合、DMS は 
pglogical を使用してレプリケーション スロットを作成し、それ以外の場合は test_decoding プラ
グインが使用されます。test_decoding プラグインの詳細については、PostgreSQL ドキュメント
を参照してください。
max_slot_wal_keep_sizeデータベースパラメータがデフォルト以外の値に設定されていて、
レプリケーションスロットの値が現在のLSNよりこのサイズより大きい場合、必要なWALファイ
ルが削除されるため、DMSタスクは失敗します。restart_lsn

pgglogical プラグインの設定

PostgreSQL 拡張機能として実装された pglogical プラグインは、選択的データ レプリケーション用
論理レプリケーションシステムとモデルです。次の表に、pglogical プラグインをサポートするソース 
PostgreSQL データベースバージョンを挙げます。

PostgreSQL ソース plogical のサポート

セルフ管理 PostgreSQL 9.4 以降 はい

Amazon RDS PostgreSQL 9.5 以降 いいえ

Amazon RDS PostgreSQL 9.6 以降 はい

Aurora PostgreSQL 1.x から 2.5.x まで いいえ

Aurora PostgreSQL 2.6 以上 はい

Aurora PostgreSQL 3.3 以上 はい

AWS DMS で使用する pglogical を設定する前に、PostgreSQL ソースデータベースで変更データ キャプ
チャ (CDC) の論理レプリケーションを有効にします。

• セルフ管理 PostgreSQL ソースデータベースにおいて CDC での論理レプリケーションの有効化につい
て詳しくは、「AWS DMS ソースとしてセルフ管理 PostgreSQL データベースを使用して CDC を有効
にする (p. 228)」をご参照ください。

• AWSが管理するPostgreSQL ソースデータベースでの CDC 用論理レプリケーションの有効化につ
いては、「AWS DMS を使用して AWS が管理する PostgreSQL DB インスタンスでの CDC の有効
化 (p. 229)」をご参照ください。
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PostgreSQL ソースデータベースで論理レプリケーションを有効にした後、次のステップに従って、DMS 
で使用する pglogical を設定します。

AWS DMS を使用して PostgreSQL ソースデータベースで論理レプリケーションに pglogical プラ
グインを使用するには

1. PostgreSQL ソースデータベースに pglogical 拡張機能を作成します：

a. 正しいパラメータを設定します：

• セルフ管理 PostgreSQL データベースの場合は、データベースパラメータ
shared_preload_libraries= 'pglogical' を設定します。

• Amazon RDS と Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションの PostgreSQL で、パラメー
ター shared_preload_libraries を同じ RDS パラメーターグループ内の pglogical に設
定します。

b. PostgreSQL ソースデータベースを再起動します。
c. PostgreSQL データベースで、コマンド create extension pglogical; を実行します。

2. pglogical が正常にインストールされたことを確認するには、次のコマンドを実行します：

select * FROM pg_catalog.pg_extension

PostgreSQL ソース データベース エンドポイントの変更データキャプチャを実行する AWS DMS タスクを
作成できるようになりました。

Note

PostgreSQL ソースデータベースで pglogical を有効にしないとき、AWS DMS はデフォルトで
test_decoding プラグインを使用します。pglogical が論理デコードに対して有効になっている
場合、AWS DMS はデフォルトで pgglogical を使用します。ただし、代わりに test_decoding
のプラグインを使用する追加の接続属性 PluginName を設定することもできます。

ネイティブ CDC スタートポイントを使用して PostgreSQL ソー
ス エンドポイントの CDC ロードを設定するには
エンドポイントを作成するときに、slotName の追加の接続属性を既存の論理レプリケーション スロット
の名前に設定することで、ソースとして PostgreSQL によりネイティブ CDC スタートポイントを有効に
します。この論理レプリケーションスロットは、エンドポイントの作成時点からの継続的な変更を保持す
るため、以前の時点からのレプリケーションをサポートします。

PostgreSQL は、AWS DMS が論理レプリケーションスロットから変更を正常に読み取った後にのみ破棄
される WAL ファイルにデータベースの変更を書き込みます。論理レプリケーションスロットを使用する
と、ログに記録された変更がレプリケーションエンジンによって消費される前に削除されないように保護
できます。

ただし、変更率と消費率によっては、論理レプリケーションスロットに保持されている変更により、
ディスク使用率が高くなることがあります。論理レプリケーション スロットを使用する場合は、ソース 
PostgreSQL インスタンスにスペース使用アラームを設定することをお勧めします。追加の slotName 接
続属性の設定についての詳細は、「DMS ソースとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイント設
定 (p. 240)」をご参照ください。

次の手順では、このアプローチについて詳しく説明します。

ネイティブ CDC 開始ポイントを使用して PostgreSQL ソースエンドポイントの CDC ロードを設
定するには

1. 開始点として使用する以前のレプリケーションタスク (親タスク) によって使用されていた論理レプリ
ケーションスロットを特定します。次に、ソースデータベースの pg_replication_slots ビューに
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クエリを実行して、このスロットにアクティブな接続がないことを確認します。その場合は、先に進
む前に解決して終了します。

次のステップでは、論理レプリケーションスロットが
abc1d2efghijk_34567890_z0yx98w7_6v54_32ut_1srq_1a2b34c5d67ef であると仮定しま
す。

2. 次の追加接続属性設定を含む新しいソースエンドポイントを作成します。

slotName=abc1d2efghijk_34567890_z0yx98w7_6v54_32ut_1srq_1a2b34c5d67ef;

3. AWS CLI または AWS DMS API を使用して、新しい CDC 専用タスクを作成します。たとえば、CLI 
を使用して、次の create-replication-task コマンドを実行できます。

AWS DMS は現在、コンソールを使用したネイティブ開始ポイントによる CDC タスクの作成をサ
ポートしていません。

aws dms create-replication-task --replication-task-identifier postgresql-slot-name-
test  
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
west-2:012345678901:endpoint:ABCD1EFGHIJK2LMNOPQRST3UV4  
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
west-2:012345678901:endpoint:ZYX9WVUTSRQONM8LKJIHGF7ED6  
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
west-2:012345678901:rep:AAAAAAAAAAA5BB4CCC3DDDD2EE  
--migration-type cdc --table-mappings "file://mappings.json" --cdc-start-position "4AF/
B00000D0"  
--replication-task-settings "file://task-pg.json"

前述のコマンドでは、次のオプションが設定されています。

• source-endpoint-arn は、ステップ 2 で作成した新しい値に設定されます。
• replication-instance-arn オプションは、ステップ 1 の親タスクと同じ値に設定されます。
• table-mappings および replication-task-settings オプションは、ステップ 1 の親タスク

と同じ値に設定されます。
• cdc-start-position はオプションはスタート位置の値に設定されます。この開始位置を調べる

には、ソースデータベースの pg_replication_slots ビューにクエリを実行するか、ステップ 1 
で親タスクのコンソール詳細を表示します。詳細については、「CDC ネイティブのスタートポイン
トの決定 (p. 525)」を参照してください。

この CDC タスクの実行時に、指定された論理レプリケーション スロットが存在しない場合、AWS 
DMS はエラーを返します。また、cdc-start-position の有効な設定を使用してタスクが作成され
ていない場合、エラーを返します。

pglogical プラグインでネイティブ CDC スタートポイントを使用し、新しいレプリケーション スロットを
使用する場合は、CDC タスクを作成する前に、次のステップを実行してください。

別の DMS タスクの一部として以前に作成されていない新しいレプリケーション スロットを使用
するには

1. 次に示すように、レプリケーション スロットを作成します：

SELECT * FROM pg_create_logical_replication_slot('replication_slot_name', 'pglogical'); 
                     

2. データベースがレプリケーションスロットを作成したら、そのスロットの restart_lsn と
confirmed_flush_lsn の値を取得して書き留めます。
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select * from pg_replication_slots where slot_name like 'replication_slot_name';

レプリケーションスロットの後に作成される CDC タスクのネイティブ CDC 開始位置
は、confirmed_flush_lsn 値より古いはずがないことに注意してください。

restart_lsn と confirmed_flush_lsn の値については、pg_replication_slots を参照してください
3. pglogical ノードを作成します。

SELECT pglogical.create_node(node_name := 'node_name', dsn := 'your_dsn_name'); 
                     

4. pglogical.create_replication_set関数を使用して 2 つの複製セットを作成します。最初の複
製セットは、主キーを持つテーブルの更新と削除を追跡します。2 つ目の複製セットは挿入のみを追
跡し、1 つ目の複製セットと同じ名前で、プレフィックス「i」が付きます。

SELECT pglogical.create_replication_set('replication_slot_name', false, true, true, 
 false);
SELECT pglogical.create_replication_set('ireplication_slot_name', true, false, false, 
 true);

5. レプリケーション集合にテーブルを追加します。

SELECT pglogical.replication_set_add_table('replication_slot_name', 
 'schemaname.tablename', true);
SELECT pglogical.replication_set_add_table('ireplication_slot_name', 
 'schemaname.tablename', true); 
                     

6. ソース エンドポイントを作成するときに、次の追加接続属性 (ECA) を設定します。

PluginName=PGLOGICAL;slotName=slot_name; 
                     

新しいレプリケーション スロットを使用して PostgreSQL ネイティブのスタートポイントを使用して 
CDC のみのタスクを作成できるようになりました。プラグインの詳細については、Pglogical 3.7 ドキュメ
ントを参照してください。

AWS DMS を使用して PostgreSQL から PostgreSQL へ移行しま
す。
PostgreSQL 以外のデータベースエンジンから PostgreSQL データベースに移行する場合、AWS DMS が
最適な移行ツールであることが多いです。一方、PostgreSQL データベースから PostgreSQL データベー
スに移行する場合、PostgreSQL ツールがより効果的な場合があります。

PostgreSQL ネイティブ ツールを使用してデータを移行する

以下の条件では、pg_dump などの PostgreSQL データベース移行ツールを使用することをお勧めします。

• ソース PostgreSQL データベースからターゲット PostgreSQL データベースに移行する同種移行であ
る。

• データベース全体を移行する。
• ネイティブツールで最小のダウンタイムでデータを移行できる。

235

https://www.postgresql.org/docs/14/view-pg-replication-slots.html
https://www.enterprisedb.com/docs/pgd/3.7/pglogical/
https://www.enterprisedb.com/docs/pgd/3.7/pglogical/


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
PostgreSQL のソースとしての使用

pg_dump ユーティリティでは、COPY コマンドを使用して、PostgreSQL データベースのスキーマとデー
タダンプを作成します。pg_dump によって生成されるダンプ スクリプトは、同じ名前のデータベースに
データをロードし、テーブル、インデックス、外部キーを再作成します。pg_restore コマンドと -d パ
ラメータを使用して、データを別の名前でデータベースに復元できます。

EC2 で実行されている PostgreSQL ソースデータベースから Amazon RDS for PostgreSQL ターゲットに
データを移行する場合は、pglogical プラグインを使用できます。

PostgreSQL データベースを Amazon RDS for PostgreSQL や Amazon Aurora (PostgreSQL 互換エディ
ション) にインポートする詳しい方法については、「https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/ 
UserGuide/PostgreSQL.Procedural.Importing.html」をご参照ください。

DMS を使用した PostgreSQL から PostgreSQL へのデータの移行
AWS DMS では、たとえば、オンプレミスのソース PostgreSQL データベースからターゲットの Amazon 
RDS for PostgreSQL や Aurora PostgreSQL インスタンスにデータを移行できます。通常、PostgreSQL の
コアまたは基本のデータ型は正常に移行されます。

Note

パーティションテーブルを PostgreSQL ソースから PostgreSQL ターゲットにレプリケーション
する場合、DMS タスクの選択条件の一部として親テーブルを言及する必要はありません。親テー
ブルに言及すると、ターゲット上の子テーブルでデータが複製され、PK 違反が発生する可能性が
あります。テーブルマッピングの選択基準で子テーブルのみを選択すると、親テーブルに自動代
入されます。

ソースのデータベースではサポートされていても、ターゲットではサポートされていないデータ型は、正
常に移行されないことがあります。データ型が不明な場合、AWS DMS は一部のデータ型を文字列として
ストリームします。XML や JSON などの一部のデータ型は、小さなファイルの場合は正常に移行されます
が、大きなドキュメントの場合は失敗することがあります。

データ型の移行を実行するときは、以下について注意してください：

• 場合によっては、PostgreSQL NUMERIC (p, s) データ型で精度とスケールが指定されない場合があり
ます。DMS バージョン 3.4.2 以前では、DMS はデフォルトでは 28 の精度と 6 のスケール (NUMERIC 
(28,6)) を使用します。たとえば、ソースからの値 0.611111104488373 は、PostgreSQL ターゲットの 
0.611111 に変換されます。

• ARRAY データ型を持つテーブルにはプライマリ キーが必要です。ARRAY データ型にプライマリ キー
がないテーブルは、全ロード中に中断されます。

次の表は、ソース PostgreSQL のデータ型と、これらのデータ型が正常に移行されるかどうかを示してい
ます。

データ型 正常に移行 部分的に移行 移行しない コメント

INTEGER X      

SMALLINT X      

BIGINT X      

NUMERIC/DECIMAL(p,s)   X   この場
合、0<p<39 と 
0<s

NUMERIC/DECIMAL   X   この場
合、p>38 また
は p=s=0
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データ型 正常に移行 部分的に移行 移行しない コメント

REAL X      

DOUBLE X      

SMALLSERIAL X      

SERIAL X      

BIGSERIAL X      

MONEY X      

CHAR   X   精度の指定なし

CHAR(n) X      

VARCHAR   X   精度の指定なし

VARCHAR(n) X      

TEXT X      

BYTEA X      

TIMESTAMP X     正と負の無限
大値はそれぞ
れ '9999-12-31 
23:59:59 'と 
'4713-01-01 
00:00:00 BC' 
に切り捨てられ
ます。

TIMESTAMP(Z)   X    

DATE X      

TIME X      

TIME (z)   X    

INTERVAL   X    

BOOLEAN X      

ENUM     X  

CIDR X      

INET     X  

MACADDR     X  

TSVECTOR     X  

TSQUERY     X  

XML   X    
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データ型 正常に移行 部分的に移行 移行しない コメント

POINT X     PostGIS 空間
データ型

LINE     X  

LSEG     X  

BOX     X  

PATH     X  

POLYGON X     PostGIS 空間
データ型

CIRCLE     X  

JSON   X    

配列 X     プライマリ 
キーが必要です

COMPOSITE     X  

RANGE     X  

LINESTRING X     PostGIS 空間
データ型

MULTIPOINT X     PostGIS 空間
データ型

MULTILINESTRING X     PostGIS 空間
データ型

MULTIPOLYGON X     PostGIS 空間
データ型

GEOMETRYCOLLECTION X     PostGIS 空間
データ型

PostGIS 空間データ型の移行

空間データは、空間内のオブジェクトまたは位置のジオメトリ情報を識別します。PostgreSQL オブジェ
クトリレーショナルデータベースは、PostGIS 空間データ型をサポートしています。

PostgreSQL 空間データオブジェクトを移行する前に、PostGIS プラグインがグローバルレベルで有効に
なっていることを確認してください。これにより、AWS DMS は PostgreSQL ターゲット DB インスタン
スの正確なソース空間データ列を作成します。

PostgreSQL から PostgreSQL への同種移行の場合、AWS DMS は PostGIS ジオメトリおよび地理的 (測
地座標) データオブジェクト型および次のようなサブタイプの移行をサポートします。

• POINT
• LINESTRING
• POLYGON
• MULTIPOINT
• MULTILINESTRING
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• MULTIPOLYGON
• GEOMETRYCOLLECTION

PostgreSQL ソースデータベースからの AWS DMS アーティファ
クトの削除
DDL イベントをキャプチャするため、移行タスクの開始時に AWS DMS によりさまざまなアーティファク
トが PostgreSQL データベースに作成されます。タスクが完了したら、これらのアーティファクトを削除
できます。

アーティファクトを削除するには、以下のステートメントを発行します (示されている順序で)。ここ
に、{AmazonRDSMigration} は、アーティファクトが作成されたスキーマです。スキーマを削除する場
合でも、細心の注意を払ってください。運用中のスキーマ (特に公開スキーマ) は絶対に削除しないでくだ
さい。

drop event trigger awsdms_intercept_ddl;

イベントトリガーは特定のスキーマに属していません。

drop function {AmazonRDSMigration}.awsdms_intercept_ddl()
drop table {AmazonRDSMigration}.awsdms_ddl_audit
drop schema {AmazonRDSMigration}

DMS ソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の
追加設定
PostgreSQL データベースからデータを移行するときは、2 つの方法で詳細設定を追加できます。

• 追加接続属性に値を追加して、DDL イベントをキャプチャし、運用中の DDL データベースアーティ
ファクトが作成されたスキーマを指定します。詳細については、「DMS ソースとして PostgreSQL を使
用する場合のエンドポイント設定 (p. 240)」を参照してください。

• 接続文字列パラメータを上書きできます。これを行うには、次のいずれかのオプションを選択します：
• 内部 AWS DMS パラメータを指定します。このようなパラメータが必要になることはめったにないた

め、ユーザー インターフェイスには表示されません。
• 特定のデータベースクライアントのパススルー (passthru) 値を指定します。AWS DMS では、データ

ベースクライアントに渡される接続文字列にパススルーパラメータが含まれています。
• PostgreSQL バージョン 9.4REPLICA IDENTITY 以上でテーブルレベルパラメータを使用すると、先行

書き込みログ (WAL) に書き込まれる情報を制御できます。特に、更新または削除される行を識別する 
WAL に対してそうします。REPLICA IDENTITY FULL は行のすべての列の古い値を記録します。不必
要に余分な量の WAL が FULL により生成されるため、REPLICA IDENTITY FULL はテーブルごとに慎
重に使用してください。詳細については、ALTER テーブルレプリカ ID

MapBooleanAsBoolean PostgreSQL エンドポイント設定を使用
する
PostgreSQL エンドポイント設定を使用して、PostgreSQL ソースのブール値をブール値として Amazon 
Redshift ターゲットにマッピングできます。デフォルトでは、ブール型は varchar (5) として移行されま
す。次の例に示すように、PostgreSQL がブーリアン型を booleanMapBooleanAsBoolean 型に移行する
ように指定できます。

--postgre-sql-settings '{"MapBooleanAsBoolean": true}'
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DMS ソースとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイン
ト設定
エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用と同様に、PostgreSQL ソースデータベー
スの設定を使用して、追加の接続属性の使用と同様に、PostgreSQL ソースデータベースを設定できま
す。AWS DMSコンソールを使用してソースエンドポイントを作成するとき、または--postgre-sql-
settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS CLI構文のコ
マンドを使用して設定を指定します。

次の表は、PostgreSQL をソースとして使用できるエンドポイントの設定を示しています。

属性名 説明

CaptureDDLs DDL イベントをキャプチャするために、AWS DMS に
よって、タスクの開始時にさまざまなアーティファクトが 
PostgreSQL データベースに作成されます。PostgreSQL ソー
スデータベースからの AWS DMS アーティファクトの削
除 (p. 239)に記載されているように、これらのアーティファ
クトは後で削除できます。

この値が false に設定されている場合は、ソースデータベー
スにテーブルまたはトリガーを作成する必要はありません。

ストリーミングされた DDL イベントがキャプチャされます。

デフォルト値: true

有効な値: true/false

例: --postgre-sql-settings '{"CaptureDDLs": 
true}'

DdlArtifactsSchema 運用中の DDL データベース アーティファクトが作成される
スキーマを設定します。

デフォルト値: public

有効な値: 文字列

例: --postgre-sql-settings 
'{"DdlArtifactsSchema": "xyzddlschema"}'

FailTasksOnLobTruncation true に設定されている場合、LOB 列の実際のサイズが、指
定された LobMaxSize を上回ると、この値によりタスクは失
敗します。

タスクが制限付き LOB モードに設定され、このオプションが 
true に設定されている場合、LOB データを切り捨てるのでは
なくタスクが失敗します。

デフォルト値: false

有効な値: ブール値

例: --postgre-sql-settings 
'{"FailTasksOnLobTruncation": true}'
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属性名 説明

ExecuteTimeout PostgreSQL インスタンスのクライアントステートメントタ
イムアウト (秒単位) を設定します。デフォルト値は 60 秒で
す。

例: --postgre-sql-settings '{"ExecuteTimeout": 
100}'

PluginName レプリケーション スロットの作成に使用するプラグインを指
定します。

有効な値: pglogical、test_decoding

例: --postgre-sql-settings '{"PluginName": 
"test_decoding"}'

SlotName PostgreSQL ソースインスタンスの CDC ロード用に以前に
作成された論理レプリケーションスロットの名前を設定しま
す。

AWS DMS API CdcStartPosition リクエストパラメータ
とともに使用すると、この属性によりネイティブ CDC 開始
ポイントの使用も有効になります。DMS は、CDC ロードタ
スクを開始する前に、指定された論理レプリケーションス
ロットが存在することを確認します。また、タスクが有効
な CdcStartPosition 設定を使用して作成されたことも確
認します。指定されたスロットが存在しないか、タスクに有
効な CdcStartPosition 設定がない場合、DMS によりエ
ラーが発生します。

CdcStartPosition リクエストパラメータの
設定の詳細については、「CDC ネイティブのス
タートポイントの決定 (p. 525)」をご参照くださ
い。CdcStartPosition の使用方法の詳細について
は、AWS Database Migration ServiceAPI リファレン
スのCreateReplicationTask、StartReplicationTask、ModifyReplicationTask
での API オペレーションについてのドキュメントをご参照く
ださい。

有効な値: 文字列

例: --postgre-sql-settings '{"SlotName": 
"abc1d2efghijk_34567890_z0yx98w7_6v54_32ut_1srq_1a2b34c5d67ef"}'

HeartbeatEnable WAL ハートビート機能は、アイドル状態の論理レプリケー
ション スロットが古い WAL ログを保持し続けて、ソース
上のストレージを一杯にすることがないように、ダミー ト
ランザクションを模倣しています。このハートビートは
restart_lsn を移動し続けるため、ストレージがいっぱい
になるシナリオを回避できます。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --postgre-sql-settings '{"HeartbeatEnable": 
true}'
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属性名 説明

HeartbeatFrequency WAL ハートビートの頻度を設定します (分)。

デフォルト値: 5

有効な値: 数値

例: --postgre-sql-settings 
'{"HeartbeatFrequency": 1}'

HeartbeatSchema ハートビート アーティファクトが作成されるスキーマを設定
します。

デフォルト値: public

有効な値: 文字列

例: --postgre-sql-settings '{"HeartbeatSchema": 
"xyzheartbeatschema"}'

ConsumeMonotonicEvents 重複するログシーケンス番号 (LSN) を持つモノリシック・ト
ランザクションのレプリケーション方法を制御するために使
用します。このパラメータが false の場合、重複した LSN 
を持つイベントが消費され、ターゲット上でレプリケーショ
ンされます。このパラメータが true の場合、最初のイベン
トのみレプリケーションされ、重複する LSN を持つイベント
はターゲット上で消費もレプリケーションもされません。

デフォルト値: false

有効な値: false/true

例: --postgre-sql-settings 
'{"ConsumeMonotonicEvents": true}'
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属性名 説明

MapUnboundedNumericAsString このパラメータは、数値の精度を失うことなく正常に移行
するために、境界なしの NUMERIC データ型の列を文字列
として扱います。このパラメーターは、PostgreSQL ソース
から PostgreSQL ターゲットへのレプリケーション、または 
PostgreSQL 互換のデータベースにのみ使用します。

デフォルト値: false

有効な値: false/true

例: --postgre-sql-settings 
'{"MapUnboundedNumericAsString": true}'

このパラメータを使用すると、数値から文字列への変換、お
よび数値への変換により、レプリケーションのパフォーマン
スが低下する可能性があります。このパラメータは、DMS 
バージョン 3.4.4 以降で使用するためにサポートされていま
す

Note

PostgreSQL のソースとターゲット エンドポイント
を一緒にのみ MapUnboundedNumericAsString
を使用します。
ソース PostgreSQL エンドポイントで
MapUnboundedNumericAsString を
使用すると、CDC 中に精度が 28 に制限
されます。ターゲット エンドポイントで
MapUnboundedNumericAsString を使用すると、
精度 28 スケール 6 でデータを移行します。
PostgreSQL 以外のターゲットとは
MapUnboundedNumericAsString を使用しませ
ん。

fetchCacheSize この追加接続属性 (ECA) は、フルロード操作中にカーソルが
取得する行数を設定します。レプリケーションインスタンス
で使用可能なリソースに応じて、値を大きくしたり低くした
りすることができます。

デフォルト値: 10000

有効な値: 数値

ECA の例:fetchCacheSize=10000;

DMS のソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合
の制限
PostgreSQL を AWS DMS のソースとして使用する場合は、以下の制限が適用されます。

• AWS DMS は、ソースまたはターゲットとしての Amazon RDS for PostgreSQL 10.4 または Amazon 
Aurora PostgreSQL 10.4 では動作しません。

• キャプチャされたテーブルにはプライマリキーが必要です。テーブルにプライマリキーがない場
合、AWS DMS はそのテーブルの DELETE および UPDATE レコードオペレーションを無視します。回
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避策として、論理レプリケーションを使用した変更データキャプチャ (CDC) の有効化を参照してくださ
い (p. 231)。

注:プライマリキー/ユニークインデックスなしで移行することはお勧めしません。そうしないと、「いい
え」Batch 適用機能、完全な LOB 機能、データ検証、Redshift ターゲットへの効率的な複製ができない
などの追加の制限が適用されます。

• AWS DMS は、プライマリキーセグメントの更新の試みを無視します。この場合、ターゲットは、その
更新によってどの行も更新されないと識別します。ただし、PostgreSQL でのプライマリキーの更新結
果は予測できないため、どのレコードも例外テーブルには書き込まれません。

• AWS DMS では、[Start Process Changes from Timestamp] 実行オプションがサポートされていませ
ん。

• AWS DMSパーティションまたはサブパーティション操作 (、ADDDROP、またはTRUNCATE) の結果生じ
た変更は複製されません。

• 大文字と小文字の組み合わせが異なる同じ名前 (table1、TABLE1、Table1) を持つ複数のテーブルをレ
プリケートすると、予測できない動作が生じることがあります。この問題により、AWS DMS ではこの
タイプのレプリケーションがサポートされていません。

• 多くの場合、AWS DMS ではテーブルに対する CREATE、ALTER、DROP DDL ステートメントの変更
処理がサポートされています。テーブルが内部関数またはプロシージャ本文ブロックに保持されている
か、ネストしている他の構造に保持されている場合、AWS DMS ではこの変更処理がサポートされてい
ません。

たとえば、以下の変更はキャプチャされません。

CREATE OR REPLACE FUNCTION attu.create_distributors1() RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
create table attu.distributors1(did serial PRIMARY KEY,name
varchar(40) NOT NULL);
END;
$$;

• 現在のところ、PostgreSQL ソースの boolean データ型は、一貫性のない値を持つ bit データ型とし
て SQLServer ターゲットに移行されます。回避策として、VARCHAR(1)列のデータ型を使用してテーブ
ルを事前に作成します (または、AWS DMS で自動的にテーブルを作成します)。次に、ダウンストリー
ム処理で「F」を False、「T」を True として扱います。

• AWS DMS では、TRUNCATE オペレーションの変更処理はサポートされていません。
• OID LOB データ型は、ターゲットに移行されません。
• AWS DMSPostGIS データ型は、同種の移行のみをサポートします。
• 使用するソースがオンプレミスあるいは Amazon EC2 インスタンス上の PostgreSQL データベースの場

合、test_decoding 出力プラグインがソースのエンドポイントにインストールされていることを確認し
てください。このプラグインは PostgreSQL コントリビューションパッケージに含まれています。test-
decoding プラグインの詳細については、「PostgreSQL のドキュメント」をご参照ください。

• AWS DMS では、列のデフォルト値を設定および設定解除するための変更処理はサポートされていませ
ん (ALTER TABLE ステートメントでの ALTER COLUMN SET DEFAULT 句の使用)。

• AWS DMS では、列の null 機能を設定するための変更処理はサポートされていません (ALTER TABLE 
ステートメントでの ALTER COLUMN [SET|DROP] NOT NULL 句の使用)。

• 論理レプリケーションが有効な場合、トランザクションあたりのメモリに保持される変更の最大数は 4 
MB です。その後、変更がディスクにこぼれます。その結果、ReplicationSlotDiskUsageが増加
し、トランザクションが完了または停止し、ロールバックが完了するまで restart_lsn は進みませ
ん。長いトランザクションであるため、ロールバックに時間がかかることがあります。従って、論理
レプリケーションが有効になっている場合は、トランザクションの長期実行を避けてください。代わり
に、トランザクションをいくつかの小さなトランザクションに分割します。

• ARRAY データ型を持つテーブルにはプライマリ キーが必要です。ARRAY データ型にプライマリ キー
がないテーブルは、全ロード中に中断されます。
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• AWS DMS では、パーティション分割されたテーブルのレプリケーションはサポートされていません。
パーティション分割されたテーブルが検出された場合、以下の状況が発生します。
• エンドポイントは、親テーブルと子テーブルのリストを報告します。
• AWS DMS は、ターゲットのテーブルを、選択したテーブルと同じプロパティを持つ通常のテーブル

として作成します。
• ソースデータベースの親テーブルに子テーブルと同じプライマリキー値がある場合、「重複する

キー」エラーが生成されます。
• パーティション分割されたテーブルを PostgreSQL ソースから PostgreSQL ターゲットにレプリケー

ションする場合、まずターゲットで親テーブルと子テーブルを手動で作成する必要があります。次
に、それらのテーブルにレプリケーションする別個のタスクを定義します。その場合、タスク設定を
[Truncate before loading] (読み取り前切り捨て) に設定します。

• PostgreSQL NUMERIC データ型はサイズが固定されていません。NUMERIC データ型ですが、精度と
スケールがないデータを転送する場合、DMS はデフォルトで NUMERIC(28,6) (精度が 28、スケール
が 6) を使用します。たとえば、ソースからの値 0.611111104488373 は、PostgreSQL ターゲットの 
0.611111 に変換されます。

• AWS DMSAurora PostgreSQL サーバーレス V1 をフルロードタスクのソースとしてのみサポートしま
す。 AWS DMSは、フルロード、フルロード、CDC、および CDC のみのタスクのソースとして Aurora 
PostgreSQL サーバーレス V2 をサポートします。

• AWS DMS は、coalesce 関数で作成された一意のインデックスを持つテーブルのレプリケーションをサ
ポートしていません。

• LOB モードを使用する場合、ソーステーブルと対応するターゲットテーブルの両方に同一のプライマ
リキーが必要です。いずれかのテーブルに主キーがない場合、レコードの DELETE 操作と UPDATE レ
コード操作の結果は予測できません。

• Parallel Load 機能を使用する場合、パーティションまたはサブパーティションによるテーブル分割は
サポートされません。パラレルロードの詳細については、選択したテーブルおよびビューさらにコレク
ションで並列ロードを使用する (p. 572)

• AWS DMS遅延制約はサポートしていません。
• AWS DMSバージョン 3.4.7 は PostgreSQL 14.x をソースとしてサポートしていますが、以下の制限が

あります。
• AWS DMS二段階コミットの変更処理はサポートしていません。
• AWS DMS進行中のトランザクションをストリーミングする論理レプリケーションはサポートしてい

ません。
• AWS DMSPostgreSQL 用 Amazon RDS プロキシ用 CDC をソースとしてサポートしていません。
• 主キー列を含まないソースフィルターを使用する場合 (p. 585)、DELETE操作はキャプチャされませ

ん。
• ソースデータベースが別のサードパーティ製レプリケーションシステムのターゲットで

もある場合、DDL の変更は CDC 中に移行されない可能性があります。このような状況で
は、awsdms_intercept_ddlイベントトリガーが起動しなくなる可能性があるためです。この状況を
回避するには、ソースデータベースのトリガーを次のように変更します。

alter event trigger awsdms_intercept_ddl enable always;

PostgreSQL のソースデータ型
次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる PostgreSQL のソースデータ型と、AWS DMS の
データ型とのデフォルトマッピングを示します。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイ
ントのセクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。
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PostgreSQL のデータ型 DMS データ型

INTEGER INT4

SMALLINT INT2

BIGINT INT8

NUMERIC (p,s) 精度が 0 ～ 38 の場合、NUMERIC を使用します。

精度が 39 以上の場合、STRING を使用します。

DECIMAL(P,S) 精度が 0 ～ 38 の場合、NUMERIC を使用します。

精度が 39 以上の場合、STRING を使用します。

REAL REAL4

DOUBLE REAL8

SMALLSERIAL INT2

SERIAL INT4

BIGSERIAL INT8

MONEY NUMERIC(38,4)

MONEY データ型は、SQL Server の FLOAT に
マッピングされます。

CHAR WSTRING (1)

CHAR(N) WSTRING (n)

VARCHAR(N) WSTRING (n)

TEXT NCLOB

BYTEA BLOB

TIMESTAMP DATETIME

TIMESTAMP (z) DATETIME

タイムスタンプ時間帯あり DATETIME

DATE DATE

TIME TIME

TIME (z) TIME

INTERVAL STRING (128)—1 YEAR、2 MONTHS、3 
DAYS、4 HOURS、5 MINUTES、6 SECONDS

BOOLEAN CHAR (5) false または true

ENUM STRING (64)

CIDR STRING (50)
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PostgreSQL のデータ型 DMS データ型

INET STRING (50)

MACADDR STRING (18)

BIT (n) STRING (n)

BIT VARYING (n) STRING (n)

UUID STRING

TSVECTOR CLOB

TSQUERY CLOB

XML CLOB

POINT STRING (255) "(x,y)"

LINE STRING (255) "(x,y,z)"

LSEG STRING (255) "((x1,y1),(x2,y2))"

BOX STRING (255) "((x1,y1),(x2,y2))"

PATH CLOB "((x1,y1),(xn,yn))"

POLYGON CLOB "((x1,y1),(xn,yn))"

CIRCLE STRING (255) "(x,y),r"

JSON NCLOB

JSONB NCLOB

配列 NCLOB

COMPOSITE NCLOB

HSTORE NCLOB

INT4RANGE STRING (255)

INT8RANGE STRING (255)

NUMRANGE STRING (255)

STRRANGE STRING (255)

PostgreSQL 用の LOB ソースデータ型での作業

PostgreSQL の列サイズは、PostgreSQL LOB データ型の AWS DMS データ型への変換に影響します。こ
れを使用するには、次の AWS DMS データ型で以下の手順を実行します。

• BLOB - タスク作成で [Limit LOB size to] (LOB サイズ制限) 値を [Maximum LOB Size (KB)] (最大 LOB サ
イズ (KB)) に設定します。

• CLOB - レプリケーションは各文字を UTF8 文字として処理します。次に、列で最長の文字テキスト
の長さ (ここでは、max_num_chars_text) を見つけます。この長さを使用して、[Limit LOB size to]
(LOB サイズを以下に制限する) の値を指定します。データに 4 バイト文字が含まれている場合には、2 
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倍にして [Limit LOB size to (LOB サイズ制限)] 値をバイト単位で指定します。この場合、[Limit LOB size 
to] (LOB サイズ制限) は max_num_chars_text の 2 乗と等しくなります。

• NCLOB - レプリケーションは各文字を 2 バイト文字として処理します。次に、列で最長の文字テキスト
の長さ (max_num_chars_text) を見つけ、2 倍します。これは、[Limit LOB size to] (LOB サイズを以
下に制限する) の値の値を指定するために行います。この場合、[Limit LOB size to] (LOB サイズ制限) は
max_num_chars_text の 2 乗と等しくなります。データに 4 バイト文字が含まれている場合は、再度 
2 倍にします。この場合、[Limit LOB size to (LOB サイズ制限)] は max_num_chars_text の 4 乗と等
しくなります。

MySQL 互換データベースの AWS DMS のソースとし
ての使用
AWS Database Migration Service を使用すると、任意の MySQL 互換データベース (MySQL、MariaDB、
または )Amazon Aurora MySQL からデータを移行できます。MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0 
MariaDB バージョン 10.0.24 から 10.0.28、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5 および Amazon Aurora MySQL 
もオンプレミスでサポートされています。

Note

ソースとしての MySQL 8.0 Support は、トランザクション ペイロードが圧縮されている場合を
除き、AWS DMSバージョン 3.4.0 以降で利用できます。AWS DMS では、バイナリログ暗号化が
有効になっている場合、ソースとして MySQL 8.0 を使用する CDC レプリケーションは現在、サ
ポートされていません。

SSL を使用して、MySQL 互換のエンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化で
きます。MySQL 互換のエンドポイントで SSL を使用する方法の詳細については、「AWS Database 
Migration Service での SSL の使用 (p. 706)」をご参照ください。

以下のセクションでは、「セルフ管理」という用語は、オンプレミスまたは Amazon EC2 にインストー
ルされているデータベースが対象です。「AWS が管理する」という用語は、Amazon RDS、Amazon 
Aurora、Amazon S3 のデータベースが対象です。

MySQL 互換データベースと AWS DMS の使用方法の詳細については、以下のセクションをご参照くださ
い。

トピック
• AWS DMS を使用して MySQL から MySQL へ移行します。 (p. 248)
• MySQL 互換データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 249)
• セルフマネージド型 MySQL 互換データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 249)
• AWS DMS のソースとして AWS が管理する MySQL 互換データベースの使用 (p. 250)
• MySQL データベースを AWS DMS のソースとして使用する場合の制限 (p. 251)
• XA トランザクションのSupport (p. 252)
• ソースとして MySQL を使用する場合のエンドポイント設定AWS DMS (p. 253)
• MySQL のソースデータ型 (p. 254)

AWS DMS を使用して MySQL から MySQL へ移行します。
MySQL 以外のデータベースエンジンから MySQL データベースに移行する異種移行では、ほとんどの場合 
AWS DMS が最適な移行ツールです。一方、MySQL データベースから MySQL データベースに移行する同
種移行では、ネイティブツールがより効果的な場合があります。

以下の条件では、mysqldump などのネイティブ MySQL データベース移行ツールを使用することをお勧め
します。
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• ソース MySQL データベースからターゲット MySQL データベースに移行する同種移行である。
• データベース全体を移行する。
• ネイティブツールで最小のダウンタイムでデータを移行できる。

既存の MySQL や MariaDB データベースから Amazon RDS MySQL や MariaDB DB インスタンスにデー
タをインポートできます。これは、mysqldump を使用してデータベースをコピーして、それを Amazon 
RDS MySQL または MariaDB DB インスタンスに直接パイピング処理することで、行います。mysqldump
コマンドラインユーティリティは、データのバックアップや、別の MySQL または MariaDB サーバーへの
転送のためによく使用されます。このユーティリティは MySQL および MariaDB クライアントソフトウェ
アに含まれています。

MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL や Amazon Aurora MySQL 互換エディションにイン
ポートする詳しい方法については、「MySQL DB インスタンスへのデータ インポート」と「MySQL や 
MariaDB DB から Amazon RDS MySQL や MariaDB DB インスタンスへのデータ インポート」をご参照く
ださい。

MySQL 互換データベースの AWS DMS のソースとしての使用
MySQL データベースを AWS DMS のソースとして使用し始める前に、次の前提条件を満たしていること
を確認してください。これらの前提条件は、セルフ管理または AWS が管理するソースのいずれかに適用
されます。

レプリケーション管理者ロールを持つ AWS DMS のアカウントを保有している必要があります。ロールに
は、次の権限が必要です。

• [REPLICATION CLIENT] (レプリケーション クライアント) – この権限は、CDC タスクにのみ必要で
す。つまり、 full-load-only タスクにはこの権限は必要ありません。

• [REPLICATION SLAVE] (レプリケーション スレーブ) – この権限は、CDC タスクにのみ必要です。つま
り、 full-load-only タスクにはこの権限は必要ありません。

• SUPER – この権限は、バージョン 5.6.6 より前の MySQL でのみ必要です。

AWS DMS ユーザーには、レプリケーション対象に指定されたソーステーブルに対する SELECT 権限も必
要です。

セルフマネージド型 MySQL 互換データベースの AWS DMS の
ソースとしての使用
次のセルフマネージド型 MySQL 互換データベースを AWS DMS のソースとして使用できます。

• MySQL Community Edition
• MySQL Standard Edition
• MySQL Enterprise Edition
• MySQL Cluster Carrier Grade Edition
• MariaDB Community Edition
• MariaDB Enterprise Edition
• MariaDB Column Store

CDC を使用するには、バイナリログを有効にしてください。バイナリロギングを有効にするに
は、MySQL の my.ini (Windows) または my.cnf (UNIX) ファイルで以下のパラメータを設定する必要が
あります。
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パラメータ 値

server-id このパラメータは、1 以上の値に設定します。

log-bin パスをバイナリログファイル (log-bin=E:\MySql_Logs\BinLog) に設定
します。ファイル拡張子を含めないでください。

binlog_format このパラメータは ROW に設定します。binlog_format が STATEMENT に設
定されているときは場合によっては、ターゲットにデータレプリケーション
時に矛盾が生じる可能性があるため、レプリケーション中にこの設定をお勧
めします。データベースエンジンは、binlog_format が MIXED に設定さ
れているとき、類似の矛盾したデータもターゲットに書き込みます。これは
データベースエンジンが自動的にSTATEMENTベースのログに切り替わり、
ターゲットデータベースに一貫性のないデータが書き込まれることがあるた
めです。

expire_logs_days このパラメータは、1 以上の値に設定します。ディスク容量の使いすぎを防
ぐため、デフォルト値の 0 は使用しないことをお勧めします。

binlog_checksum このパラメータは NONE に設定します。

binlog_row_image このパラメータは FULL に設定します。

log_slave_updates MySQL または MariaDB リードレプリカをソースとして使用している場合
は、このパラメータを TRUE に設定します。

ソースで NDB (クラスター化) データベースエンジンを使用している場合、そのストレージエンジンを使
用するテーブルで CDC を有効にするには以下のパラメータを設定する必要があります。これらの変更を 
MySQL の my.ini (Windows) または my.cnf (UNIX) ファイルに追加します。

パラメータ 値

ndb_log_bin このパラメータは ON に設定します。この値により、クラスター化されたテー
ブルでの変更が確実にバイナリログに記録されます。

ndb_log_update_as_writeこのパラメータは OFF に設定します。この値に設定すると、UPDATE ステー
トメントが INSERT ステートメントとしてバイナリログに書き込まれなくな
ります。

ndb_log_updated_onlyこのパラメータは OFF に設定します。この値に設定すると、バイナリログに
変更された列だけでなく行全体が含められます。

AWS DMS のソースとして AWS が管理する MySQL 互換データ
ベースの使用
次の AWS が管理する MySQL 互換データベースを AWS DMS のソースとして使用できます：

• MySQL Community Edition
• MariaDB Community Edition
• Amazon Aurora MySQL 互換エディション

AWS が管理する MySQL 互換データベースを AWS DMSのソースとして使用する場合は、次の CDC に関
する前提条件を満たしていることを確認してください：
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• MySQL および RDS for MariaDB および RDS for MariaDB のバイナリログを有効にするには、インスタ
ンスレベルで自動バックアップを有効にします。Aurora MySQL クラスターのバイナリログを有効にす
るには、パラメータグループで変数 binlog_format を変更します。

自動バックアップの設定の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「自動バックアップの使
用」をご参照ください。

Amazon RDS for MySQL データベースのバイナリログ設定の詳細については、Amazon RDS ユーザー
ガイドの「バイナリログ形式の設定」をご参照ください。

Aurora MySQL クラスターのバイナリログ設定の詳細については、「Amazon Aurora MySQL クラス
ターのバイナリログを有効にする方法」をご参照ください。

• CDC を使用する予定の場合は、バイナリログを有効にします。Amazon RDS for MySQL データベース
のバイナリログの設定の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「バイナリログ形式の設定」
をご参照ください。

• バイナリログが AWS DMS で利用できることを確認します。AWS が管理する MySQL 互換データベー
スはできるだけ早くバイナリログを消去するため、ログが利用可能な状態で保持される時間を長くする
必要があります。たとえば、ログ保持を 24 時間に伸ばすには、次のコマンドを実行します。

 call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24); 
                     

• binlog_format パラメータを "ROW" に設定します。

Note

MariaDBの場合、binlog_format パラメータがレプリケーションの目的で ROW に切り替
わり、後続のバイナリログはまだ MIXED の形式で作成されます。これにより、DMS が変
更データキャプチャを実行できなくなる可能性があります。このため、MariaDB について
binlog_format パラメータを切り替えるとき、再起動するか、レプリケーション タスクをス
タートして停止します。

• binlog_row_image パラメータを "Full" に設定します。
• binlog_checksum パラメータを "NONE" に設定します。Amazon RDS MySQL でのパラメータの設定

の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「自動バックアップの使用」をご参照ください。
• Amazon RDS MySQL または Amazon RDS MariaDB リードレプリカをソースとして使用している場

合、リードレプリカでバックアップを有効にします。log_slave_updatesパラメータがに設定されて
いることを確認しますTRUE。

MySQL データベースを AWS DMS のソースとして使用する場合
の制限
MySQL データベースをソースとして使用する場合は、次の点を考慮してください。

• 変更データキャプチャ (CDC) は、Amazon RDS MySQL 5.5 以下ではサポートされていませ
ん。Amazon RDS MySQL の場合、CDC を有効にするには、バージョン 5.6、5.7 または 8.0 を使用す
る必要があります。CDC は、セルフ管理 MySQL 5.5 ソースでサポートされています。

• CDC の場合、列データ型を変更する CREATE TABLE、ADD COLUMN、DROP COLUMN、renaming a 
column がサポートされています。ただし、DROP TABLE、RENAME TABLE、およびカラムのデフォル
ト値、カラムのNULL可能性、文字セットなどの他の属性に対する更新はサポートされていません。

• ソースのパーティション分割されたテーブルで、[ターゲットテーブル作成モード] を [ターゲット上の
テーブルを削除] に設定すると、AWS DMS は MySQL ターゲットにパーティションがないシンプルな
テーブルを作成します。パーティション分割されたテーブルをターゲットのパーティション分割された
テーブルに移行するには、ターゲット MySQL データベースにパーティション分割されたテーブルを事
前に作成します。
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• ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name ステートメントを使用して、テーブルの先
頭 (FIRST) または中間 (AFTER) に列を追加することはできません。列は常にテーブルの末尾に追加され
ます。

• テーブル名に大文字と小文字が含まれていて、大文字と小文字が区別されるオペレーティングシス
テムにソースエンジンがホストされている場合、CDC はサポートされません。たとえば、Microsoft 
Windows や HFS+ を使用する OS X などです。

• Aurora MySQL 互換エディション　サーバーレスは全ロードで使えますが、CDCには使えません。これ
は MySQL の前提条件を有効にできないためです。詳細については、「パラメータグループと Aurora 
サーバーレス v1」をご参照ください。

• 列の AUTO_INCREMENT 属性は、ターゲットデータベース列に移行されません。
• バイナリログが標準のブロックストレージに保存されている場合の変更のキャプチャはサポートされて

いません。たとえば、バイナリログが Amazon S3 に保存されていると、CDC は機能しません。
• AWS DMS は、デフォルトで InnoDB ストレージエンジンを使用してターゲットテーブルを作成しま

す。InnoDB 以外のストレージエンジンを使用する必要がある場合、テーブルを手動で作成し、何もし
ないモードを使用してそのテーブルに移行する必要があります。

• DMS 移行タスクモードが[Migrate existing data] (既存のデータを移行する) —全ロードのみでない限
り、Aurora MySQL レプリカを AWS DMS のソースとして使用することはできません。

• 全ロード時に MySQL 互換ソースが停止している場合、AWS DMS タスクはエラーで停止しません。タ
スクは正常に終了しますが、ターゲットとソースが同期しない可能性があります。この場合、タスクを
再開するか、影響を受けたテーブルを再ロードしてください。

• 列の値の一部で作成されたインデックスは移行されません。たとえば、インデックス CREATE INDEX 
first_ten_chars ON customer (name(10)) はターゲットに作成されません。

• 場合によっては、タスクが LOB を複製しないように構成されている (タスク設定でSupportLobs「」が 
false だったり、タスクコンソールで [LOB 列を含めない] が選択されている)。この場合、AWS DMS は 
MEDIUMBLOB、LONGBLOB、MEDIUMTEXT、および LONGTEXT 列をターゲットに移行しません。

BLOB、TINYBLOB、TEXT、および TINYTEXT 列は影響を受けず、ターゲットに移行されます。
• 一時データテーブルまたはシステムでバージョン管理されたテーブルは、MariaDB ソースおよびター

ゲットデータベースではサポートされていません。
• 2 つの Amazon RDS Aurora MySQL クラスター間で移行する場合、RDS Aurora MySQL ソース エンド

ポイントは、レプリカ インスタンスではなく読み取り/書き込みインスタンスである必要があります。
• 現在 AWS DMS は、MariaDB のビューの移行に対応していません。
• AWS DMS は MySQL のパーティション分割テーブルの DDL 変更をサポートしていません。CDC 中の

パーティション DDLskipTableSuspensionForPartitionDdl 変更によるテーブルサスペンドをス
キップするには、に設定しますtrue。

• AWS DMSバージョン 3.5.0 以降の XA トランザクションのみをサポートします。以前のバージョン
は、XA トランザクションに対応していません。詳細については、「the section called “XA トランザク
ションのSupport” (p. 252)」を参照してください。

• AWS DMSレプリケーション用の GTID はサポートしていません。
• AWS DMSバイナリログトランザクション圧縮はサポートしていません。

XA トランザクションのSupport
Extended Architecture (XA) トランザクションは、複数のトランザクションリソースからの一連の操作を、
信頼性の高い単一のグローバルトランザクションにグループ化するために使用できるトランザクションで
す。XA トランザクションは 2 フェーズのコミットプロトコルを使用します。一般に、XA トランザクショ
ンが開いている間に変更をキャプチャすると、データが失われる可能性があります。データベースが XA 
トランザクションを使用していない場合は、IgnoreOpenXaTransactionsCheckデフォルト値を使用し
てこの権限と設定を無視できますTRUE。XA トランザクションがあるソースからレプリケーションを開始
するには、次の操作を行います。

• AWS DMSエンドポイントユーザーに次の権限があることを確認してください。

252

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless.how-it-works.html#aurora-serverless.parameter-groups
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless.how-it-works.html#aurora-serverless.parameter-groups
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_GettingStarted.html


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ソースとしての MySQL の使用

grant XA_RECOVER_ADMIN on *.* to 'userName'@'%';

• IgnoreOpenXaTransactionsCheckエンドポイントの設定をに設定しますfalse。

ソースとして MySQL を使用する場合のエンドポイント設定AWS 
DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加接続属性の使用と同様に、MySQL ソースデータベースを設定
できます。AWS DMSコンソールを使用してソースエンドポイントを作成するとき、または--my-sql-
settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS CLI構文のコ
マンドを使用して設定を指定します。

次の表は、MySQL をソースとして使用できるエンドポイントの設定を示しています。

名前 説明

EventsPollInterval データベースがアイドル状態のとき、バイナリログで新しい
変更/イベントをチェックする頻度を指定します。

デフォルト値: 5

有効な値: 1～60

例: --my-sql-settings '{"EventsPollInterval": 
5}'

この例では、AWS DMS はバイナリログの変更を 5 秒ごと確
認します。

ExecuteTimeout AWS DMSバージョン 3.4.7 以降では、MySQL ソースエンド
ポイントのクライアントステートメントのタイムアウトを秒
単位で設定します。

デフォルト値:60

例: --my-sql-settings '{"ExecuteTimeout": 
1500}'

ServerTimezone ソース MySQL データベースのタイムゾーンを指定します。

例: --my-sql-settings '{"ServerTimezone": "US/
Pacific"}'

AfterConnectScript AWS DMS がエンドポイントに接続した直後に実行するスク
リプトを指定します。移行タスクは、SQL ステートメント
が成功するか失敗するかにかかわらず、引き続き実行されま
す。

有効な値: セミコロンで区切られた 1 つ以上の有効な SQL ス
テートメント。

例: --my-sql-settings '{"AfterConnectScript": 
"ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=system"}'

CleanSrcMetadataOnMismatch 不一致が発生すると、レプリケーションインスタンスのテー
ブルメタデータ情報をクリーンアップして再作成します。た
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名前 説明
とえば、テーブルの DDL を変更すると、レプリケーションイ
ンスタンスにキャッシュされているテーブルに関する情報が
変更される場合があります。Boolean。

デフォルト値: false

例: --my-sql-settings 
'{"CleanSrcMetadataOnMismatch": false}'

skipTableSuspensionForPartitionDdlAWS DMS は MySQL のパーティション分割テーブルの DDL 
変更をサポートしていません。AWS DMSバージョン 3.4.6 
以降では、これを設定すると、CDC 中のパーティション 
DDLtrue 変更によるテーブル中断がスキップされます。 
AWS DMS partitioned-table-related DDL を無視し、バイナリ
ログの変更をさらに処理し続けます。

デフォルト値: false

例: --my-sql-settings 
'{"skipTableSuspensionForPartitionDdl": true}'

IgnoreOpenXaTransactionsCheck AWS DMSバージョン 3.5.0 以降では、タスクが開始時に開い
ている XA トランザクションを無視するかどうかを指定しま
す。ソースに XAfalse トランザクションがある場合は、こ
れをに設定します。

デフォルト値: true

例: --my-sql-settings 
'{"IgnoreOpenXaTransactionsCheck": false}'

MySQL のソースデータ型
次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる MySQL データベースのソースデータ型と、AWS 
DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイ
ントのセクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

MySQL のデータ型 AWS DMS データ型

INT INT4

BIGINT INT8

MEDIUMINT INT4

TINYINT INT1

SMALLINT INT2

UNSIGNED TINYINT UINT1

UNSIGNED SMALLINT UINT2
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MySQL のデータ型 AWS DMS データ型

署名なし媒体 UINT4

符号なし整数 UINT4

UNSIGNED BIGINT UINT8

DECIMAL(10) NUMERIC (10,0)

BINARY BYTES(1)

BIT BOOLEAN

BIT(64) BYTES(8)

BLOB バイト (65535)

LONGBLOB BLOB

MEDIUMBLOB BLOB

TINYBLOB BYTES(255)

DATE DATE

DATETIME DATETIME

括弧内の値なしの DATETIME は、ミリ秒なしで
レプリケートされます。括弧内の値が 1 ～ 5 の 
DATETIME（などDATETIME(5)）は、ミリ秒単位
で複製されます。

DATETIME 列をレプリケートしても、ターゲット
上の時間は変わりません。UTC に変換されませ
ん。

TIME STRING

TIMESTAMP DATETIME

TIMESTAMP 列を複製する場合、時刻はターゲッ
トの UTC に変換されます。

YEAR INT2

DOUBLE REAL8

FLOAT REAL(DOUBLE)

FLOAT 値が以下の範囲にない場合は、変換を使
用して FLOAT を STRING にマップします。変換
の詳細については、「 変換ルールおよび変換アク
ション (p. 543)」をご参照ください。

サポートされている FLOAT の範囲は -1.79E+308 
から -2.23E-308、0、および 2.23E-308 から 1.79E
+308

VARCHAR(45) WSTRING (45)

VARCHAR(2000) WSTRING (2000)
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MySQL のデータ型 AWS DMS データ型

VARCHAR(4000) WSTRING (4000)

VARBINARY (4000) BYTES (4000)

VARBINARY (2000) BYTES (2000)

CHAR WSTRING

TEXT WSTRING

LONGTEXT NCLOB

MEDIUMTEXT NCLOB

TINYTEXT ストリング (25)

GEOMETRY BLOB

POINT BLOB

LINESTRING BLOB

POLYGON BLOB

MULTIPOINT BLOB

MULTILINESTRING BLOB

MULTIPOLYGON BLOB

GEOMETRYCOLLECTION BLOB

ENUM WSTRING ([length] (長さ))

ここで、[length] (長さ) は列挙型の最長値の長
さです。

SET WSTRING ([length] (長さ))

ここで、[length] (長さ) は、カンマを含む SET 
内のすべての値の合計の長さです。

JSON CLOB

Note

場合によっては、値が「ゼロ」(つまり、0000-00-00) の DATETIME データ型と TIMESTAMP 
データ型を指定できます。存在する場合は、レプリケーション タスクのターゲットデータベース
が DATETIME データ型と TIMESTAMP データ型で「ゼロ」値に対応していることを確認してく
ださい。サポートされていない場合、これらの値はターゲットで NULL として記録されます。

SAP ASE データベースを AWS DMS のソースとして
使用する
AWS DMS を使用すると、SAP Adaptive Server Eエンタープライズ(ASE) データベース (旧 Sybase) か
らデータを移行できます。ソースとして SAP ASE データベースを使用すると、サポートされている他の 
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AWS DMS ターゲットデータベースにデータを移行できます。AWS DMS はソースとして SAP ASE バー
ジョン 12.5.3 以上、および 15、15.5、15.7、16 以降をサポートします。

SAP ASE データベースと AWS DMS の使用の詳細については、以下のセクションをご参照ください。

トピック
• SAP ASE データベースを AWS DMS のソースとして使用する場合の前提条件 (p. 257)
• SAP ASE を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限 (p. 257)
• SAP ASE を AWS DMS のソースとして使用する場合に必要なアクセス許可 (p. 258)
• 切り捨てポイントの削除 (p. 258)
• のソースとして SAP ASE を使用する場合のソースとして SAP ASE を使用する場合のエンドポイント

設定AWS DMS (p. 259)
• SAP ASE のソースデータ型 (p. 261)

SAP ASE データベースを AWS DMS のソースとして使用する場
合の前提条件
SAP ASE データベースを AWS DMS のソースにする場合、以下の操作を実行します。

• sp_setreptable コマンドを使用して、テーブルで SAP ASE レプリケーションを有効にします。詳細
については、「Sybase Infocenter アーカイブ」をご参照ください。

• SAP ASE データベースの RepAgent を無効にします。詳細については、「 RepAgent プライマリデー
タベース内のスレッド停止と無効化」をご参照ください。

• 非ラテン文字 (例: 中国語) 用に設定された、Windows EC2 インスタンスで、SAP ASE バージョン 15.7 
にレプリケーションするには、ターゲットコンピュータに SAP ASE 15.7 SP121 をインストールしま
す。

Note

継続的変更データ　キャプチャ (CDC) レプリケーションでは DMS が dbcc logtransfer と
dbcc log を実行して、トランザクションログからデータを読み取ります。

SAP ASE を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限
SAP ASE データベースを AWS DMS のソースとして使用する場合は、以下の制限が適用されます。

• SAP ASE データベースごとに、継続的なレプリケーションまたは CDCAWS DMS で実行できるタスク
は 1 つだけです。 full-load-only 複数のタスクをparallel 実行できます。

• テーブルの名前を変更することはできません。たとえば、以下のコマンドは失敗します。

sp_rename 'Sales.SalesRegion', 'SalesReg;

• 列の名前を変更することはできません。たとえば、以下のコマンドは失敗します。

sp_rename 'Sales.Sales.Region', 'RegID', 'COLUMN';

• バイナリデータ型文字列の末尾にあるゼロ値は、ターゲットデータベースにレ
プリケートされるときに切り捨てられます。たとえば、ソーステーブル内の
0x0000000000000000000000000100000100000000 はターゲットテーブルでは
0x00000000000000000000000001000001 になります。

• データベースのデフォルトで NULL 値が許容されない場合、NULL 値を許容しない列を持つターゲット
テーブルが AWS DMS により作成されます。そのため、フルロード CDC レプリケーションタスクに空
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の値が含まれる場合は、AWS DMS はエラーをスローします。以下のコマンドを使用してソースデータ
ベースで NULL 値を許容することにより、これらのエラーを防ぐことができます。

sp_dboption database_name, 'allow nulls by default', 'true'
go
use database_name
CHECKPOINT
go

• reorg rebuild インデックスコマンドはサポートされていません。
• AWS DMS は、クラスタをサポートしかいか、ソースとして MSA(マルチサイトアベイラビリティ)/

ウォームスタンバイを使用していません。
• AR_H_TIMESTAMP 変換ヘッダー式はマッピングルールで使用され、追加された列ではミリ秒がキャプ

チャされません。
• CDC 中にマージ操作を実行すると、回復不能なエラーが発生します。ターゲットを同期させるには、全

負荷を実行します。
• ロールバックトリガーイベントは、データ行ロックスキームを使用するテーブルではサポートされてい

ません。

SAP ASE を AWS DMS のソースとして使用する場合に必要なア
クセス許可
AWS DMS タスクのソースとして SAP ASE データベースを使用するにはアクセス許可を付与する必要が
あります。AWS DMS データベース定義に指定されたユーザーアカウントにSAP ASE データベース内の次
の許可を付与します。

• sa_role
• replication_role
• sybase_ts_role
• デフォルトでは、sp_setreptableストアドプロシージャを実行するための許可が必要な場

合、AWS DMS は SAP ASE レプリケーション オプションを有効にします。sp_setreptable を
データベース　エンドポイントから AWS DMS 自体を通さずに直接、テーブル上で実行したい場
合、enableReplication の追加接続属性を使用できます。詳細については、「のソースとして 
SAP ASE を使用する場合のソースとして SAP ASE を使用する場合のエンドポイント設定AWS 
DMS (p. 259)」を参照してください。

切り捨てポイントの削除
タスクが開始すると、AWS DMS は、レプリケーションプロセスが進行中であることを示す
$replication_truncation_point エントリを syslogshold システムビューで確立します。AWS 
DMS が動作している間、すでにターゲットにコピーされたデータの量に応じて、レプリケーション切り捨
てポイントが定期的に進められます。

$replication_truncation_point エントリが確立されたら、データベースログが大きくなりすぎる
のを防ぐため、AWS DMS タスクを実行したままにしておく必要があります。AWS DMS タスクを永続的
に停止する場合、次のコマンドを発行してレプリケーション切り捨てポイントを削除します。

dbcc settrunc('ltm','ignore')

切り捨てポイントが削除されたら、AWS DMS タスクを再開することはできません。ログは、引き続き
チェックポイントで自動的に切り捨てられます (自動切り捨てが設定されている場合)。

258



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
SAP ASE のソースとしての使用

のソースとして SAP ASE を使用する場合のソースとして SAP 
ASE を使用する場合のエンドポイント設定AWS DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用と同様に、追加の接続属性の使用と同様に、追
加の接続属性の使用と同様に、SAP ASE ソースデータベースを構成できます。AWS DMSコンソールを使
用してソースエンドポイントを作成するとき、または--sybase-settings '{"EndpointSetting":
"value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

次の表は、ソースとして SAP ASE を使用するときに使用できるエンドポイントの設定を示しています。

名前 説明

Charset 次の表に示すように、この属性を、国際文字セットに対応す
る SAP ASE 名に設定します。

デフォルト値: iso_1

例: --sybase-settings '{"Charset": "utf8"}'

有効な値:

• acsii_8
• big5hk
• cp437
• cp850
• cp852
• cp852
• cp855
• cp857
• cp858
• cp860
• cp864
• cp866
• cp869
• cp874
• cp932
• cp936
• cp950
• cp1250
• cp1251
• cp1252
• cp1253
• cp1254
• cp1255
• cp1256
• cp1257
• cp1258
• deckanji
• euccns
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名前 説明
• eucgb
• eucjis
• eucksc
• gb18030
• greek8
• iso_1
• iso88592
• iso88595
• iso88596
• iso88597
• iso88598
• iso88599
• iso15
• kz1048
• koi8
• roman8
• iso88599
• sjis
• tis620
• turkish8
• utf8

SAP ASE データベースでサポートされる文字セットに関する
その他の質問については、「適合サーバーエンタープライズ
が対応している文字セット」をご参照ください。

EnableReplication AWS DMS 経由ではなくデータベース終了のテーブルで
sp_setreptable を有効にする場合、この属性を設定しま
す。

デフォルト値: true

有効な値: true または false

例: --sybase-settings '{"EnableReplication": 
false}'

EncryptPassword ソースデータベースで "net password encryption 
reqd" を有効にした場合は、この属性を設定します。

デフォルト値: 0

有効な値: 0、1、または 2

例: --sybase-settings '{"EncryptPassword": 1}'

これらのパラメータ値の詳細については、「適応型サーバー
エンタープライズ: EncryptPassword 接続文字列プロパティの
使用」をご参照ください。
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名前 説明

Provider ASE 15.7 以降のバージョンでTransport Layer Security (TLS) 
1.1 または 1.2 を使用する場合は、この属性を設定します。

デフォルト値: Adaptive Server Enterprise

有効な値: Adaptive Server Enterprise 16.03.06

例: --sybase-settings '{"Provider": "Adaptive 
Server Enterprise 16.03.06"}'

SAP ASE のソースデータ型
AWS DMS を使用する際にサポートされる SAP ASE ソースデータ型と、AWS DMS のデータ型からのデ
フォルトマッピングについては、次のテーブルをご参照ください。AWS DMS は、ユーザー定義型 (UDT) 
のデータ型の列を持つ SAP ASE ソーステーブルをサポートしていません。このデータ型のレプリケート
された列は NULL として作成されます。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、ターゲットエンドポイントの データ
移行のターゲット (p. 325) セクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

SAP ASE のデータ型 AWS DMS データ型

BIGINT INT8

UNSIGNED BIGINT UINT8

INT INT4

符符符符符符符 UINT4

SMALLINT INT2

UNSIGNED SMALLINT UINT2

TINYINT UINT1

DECIMAL NUMERIC

NUMERIC NUMERIC

FLOAT REAL8

DOUBLE REAL8

REAL REAL4

MONEY NUMERIC

SMALLMONEY NUMERIC

DATETIME DATETIME

ビッグデートタイム デートタイム (6)

SMALLDATETIME DATETIME
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SAP ASE のデータ型 AWS DMS データ型

DATE DATE

TIME TIME

ビッグタイム TIME

CHAR STRING

UNICHAR WSTRING

NCHAR WSTRING

VARCHAR STRING

UNIVARCHAR WSTRING

NVARCHAR WSTRING

BINARY BYTES

VARBINARY BYTES

BIT BOOLEAN

TEXT CLOB

UNITEXT NCLOB

IMAGE BLOB

AWS DMS のソースとしての MongoDB の使用
AWS DMS は、データベースソースとして MongoDB バージョン 3.x と 4.0 をサポートします。AWS 
DMS 3.4.5以降の場合、AWS DMS では、MongoDB バージョン 4.2 と 4.4 がサポートされていま
す。Mononononongo MongoDB バージョン4.2以降、AWS DMS 3.4.5 以降では、分散トランザクションが
サポートされています。MongoDB 分散トランザクションの詳細については、MongoDB 内の「トランザク
ション」をご参照ください。

MongoDB を初めてお使いの方のために、以下の MongoDB データベースの概念について説明します。

• MongoDB のレコードは、フィールドと値のペアで構成されるデータ構造であるドキュメントです。
フィールドの値には、他のドキュメント、配列、およびドキュメントの配列を含めることができます。
ドキュメントは、リレーショナルデータベースのテーブルの行とほぼ同等です。

• MongoDB のコレクションはドキュメントのグループであり、リレーショナルデータベーステーブルと
ほぼ同等です。

• MongoDB のデータベースはコレクションの集合であり、リレーショナル データベーステーブルのス
キーマとほぼ同等です。

• 内部的には、MongoDB ドキュメントは、ドキュメント内の各フィールドのタイプを含む、圧縮形式で
バイナリ JSON (BSON) ファイルとして格納されます。各ドキュメントには一意の ID があります。

AWS DMS は、MongoDB をソースとして使用する場合、ドキュメントモード または テーブルモードの 
2 つの移行モードをサポートしています。MongoDB エンドポイントを作成するときか、AWS DMS コン
ソールからのメタデータモード パラメータを設定して、使用する移行モードを指定します。オプションと
して、エンドポイント設定パネルで_id を個別の列として指定するのチェックマークボタンを選択して、プ
ライマリ キーとして機能する _id という名前の 2 番目の列を作成できます。
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移行モードの選択は、以下に説明するように、ターゲットデータの結果形式に影響します。

ドキュメントモード

ドキュメントモードでは、MongoDB ドキュメントは「現状のまま」移行されます。これは、その中
のドキュメントデータが _doc という名前のターゲットテーブルの 1 つの列と見なされることを意
味します。MongoDB をソースエンドポイントとして使用する場合のデフォルト設定はドキュメント
モードです。

たとえば、myCollection という MongoDB コレクションの次のドキュメントを考えてみましょう。

> db.myCollection.find()
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe0"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe1"), "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }

ドキュメントモードを使用してデータをリレーショナルデータベーステーブルに移行した後、データ
は以下のように構成されます。MongoDB ドキュメントのデータフィールドは  _doc 列に統合されて
います。

oid_id _doc

5a94815f40bd44d1b02bdfe0 { "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }

5a94815f40bd44d1b02bdfe1 { "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }

オプションで、追加の接続属性 extractDocID を true に設定して、プライマリキーとして動作す
る、"_id" という名前の 2 つ目の列を作成できます。CDC を使用する場合は、このパラメータを
true に設定します。

ドキュメントモードでは、AWS DMS は、コレクションの作成と名前の変更を次のように管理しま
す。
• 新しいコレクションをソースデータベースに追加すると、AWS DMS はコレクションの新しいター

ゲットテーブルを作成し、すべてのドキュメントをレプリケートします。
• ソースデータベースで既存コレクションの名前を変更すると、AWS DMS はターゲット テーブルの

名前を変更しません。

ターゲット エンドポイントが Amazon DocumentDB の場合は、ドキュメントモードで移行を実行し
ます。

テーブルモード

テーブルモードでは、AWS DMS は MongoDB ドキュメントのそれぞれの最上位フィールドをター
ゲットテーブルの列に変換します。フィールドがネストされている場合、AWS DMS はネストされた
値を 1 つの列にフラット化します。次に AWS DMS は、キーフィールドとデータ型をターゲットテー
ブルの列セットに追加します。

各 MongoDB ドキュメントについては、AWS DMS はターゲットテーブルの列セットに各キーとタイ
プを追加します。たとえば、テーブルモードを使用すると、AWS DMS は前の例を次のテーブルに移
行します。

oid_id a b c

5a94815f40bd44d1b02bdfe01 2 3

5a94815f40bd44d1b02bdfe14 5 6
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入れ子の値は、ドット区切りのキー名を含む列にフラット化されます。列は、ピリオドで区切られ
たフラット化されたフィールド名の連結と呼ばれます。たとえば、AWS DMS は、{"a" : {"b" : 
{"c": 1}}} のようなネストされた値のフィールドを持つ JSON ドキュメントを a.b.c. という名前
の列に移行します。

ターゲット列を作成するため、AWS DMS は指定された数の MongoDB ドキュメントをスキャンし
て、すべてのフィールドおよびタイプのセットを作成します。次に AWS DMS は、このセットを使用
してターゲットテーブルの列を作成します。コンソールを使用して MongoDB ソースエンドポイント
を作成または変更する場合は、スキャンするドキュメントの数を指定できます。デフォルト値は 1000 
ドキュメントです。AWS CLI を使用する場合は、追加の接続属性 docsToInvestigateを使用でき
ます。

テーブルモードでは、AWS DMS は、ドキュメントとコレクションを次のように管理します。
• 既存のコレクションにドキュメント (行) を追加する場合は、ドキュメントがレプリケートされま

す。ターゲットに存在しないフィールドがある場合、それらのフィールドはレプリケーションされ
ません。

• ドキュメントを更新すると、更新されたドキュメントはレプリケートされます。ターゲットに存在
しないフィールドがある場合、それらのフィールドはレプリケーションされません。

• ドキュメントの削除は完全にサポートされています。
• CDC タスクの実行中に新しいコレクションを追加しても、ターゲット上に新しいテーブルは作成さ

れません。
• コレクションの名前を変更することはできません。

AWS DMS のソースとして MongoDB を使用する場合に必要なア
クセス許可
MongoDB ソースを使用した AWS DMS の移行では、ルート権限を持つユーザーアカウントを作成する
か、移行するデータベースに対してのみアクセス許可を持つユーザーを作成することができます。

次のコードは、ルートアカウントとなるユーザーを作成します。

use admin
db.createUser( 
  { 
    user: "root", 
    pwd: "password", 
    roles: [ { role: "root", db: "admin" } ] 
  }
)

MongoDB 3.x ソースに関して次のコードは、移行するデータベースに対して最小限の権限を持つユーザー
を作成します。

use database_to_migrate
db.createUser(  
{  
    user: "dms-user", 
    pwd: "password", 
    roles: [ { role: "read", db: "local" }, "read"]  
})

MongoDB 4.x ソースの場合、以下のコードは最小限の権限を持つユーザーを作成します。

{ resource: { db: "", collection: "" }, actions: [ "find", "changeStream" ] }
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たとえば、「admin」データベースに次のロールを作成します。

use admin
db.createRole(
{
role: "changestreamrole",
privileges: [
{ resource: { db: "", collection: "" }, actions: [ "find","changeStream" ] }
],
roles: []
}
)

ロールが作成されたら、移行するデータベースにユーザーを作成します。

> use test
> db.createUser(  
{  
user: "dms-user12345",
pwd: "password",
roles: [ { role: "changestreamrole", db: "admin" }, "read"]  
})

CDC 用 MongoDB レプリカセットの設定
MongoDB で継続的レプリケーションまたは CDC を使用するには、AWS DMS が MongoDB オペレーショ
ンログ (oplog) にアクセスする必要があります。レプリカセットが存在しない場合に oplog を作成するに
は、レプリカセットをデプロイする必要があります。詳細については、 MongoDB のドキュメントをご参
照ください。

ソースエンドポイントとして設定された MongoDB レプリカのプライマリまたはセカンダリノードを持つ 
CDC を使用することができます。

スタンドアロンインスタンスをレプリカセットに変換するには

1. コマンドラインを使用して、mongo に接続します。

mongo localhost

2. mongod サービスを停止します。

service mongod stop

3. 次のコマンドを使用して、mongod を再起動します。

mongod --replSet "rs0" --auth -port port_number

4. 次のコマンドを使用して、レプリカセットへの接続をテストします。

mongo -u root -p password --host rs0/localhost:port_number 
  --authenticationDatabase "admin" 

ドキュメントモードの移行を実行する予定がある場合は、MongoDB エンドポイントを作成するときに
_id as a separate column オプションを選択します。このオプションを選択すると、プライマリ
キーとして機能する _id という名前の 2 番目の列が作成されます。この 2 番目の列は、AWS DMS が
データ操作言語 (DML) オペレーションをサポートするために必要です。
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AWS DMS のソースとして MongoDB を使用する場合のセキュリ
ティ要件
AWS DMS は、MongoDB で 2 つの認証方法をサポートしています。この 2 つの認証方法はパスワードを
暗号化する際に使用するため、authType パラメータが PASSWORD に設定されているときにのみ使用さ
れます。

MongoDB の認証方法は次のとおりです。

• MONGODB-CR — 下位互換性のために
• SCRAM-SHA-1 – バージョン 3.x と 4.0 認証を使用する場合のデフォルト

認証方法が指定されていない場合、AWS DMS は、MongoDB ソースバージョンのデフォルト方法を使用
します。

MongoDB コレクションをセグメント化した並行移行
移行タスクのパフォーマンスを向上させるために、MongoDB ソース エンドポイントは、テーブルマッピ
ングでの並列全ロードの 2 つのオプションをサポートしています。

つまり、自動セグメンテーションまたはテーブルマッピングによる範囲セグメンテーションを使用し
て、JSON 設定で並列全ロードを行うことで、コレクションを並行移行できます。自動セグメンテーショ
ンでは、AWS DMS の条件を指定して各スレッドで移行用のソースを自動的にセグメント化できます。範
囲セグメンテーションを使用すると、DMS が各スレッドで移行する各セグメントの特定の範囲を AWS 
DMS に指定できます。これらの設定の詳細については、「テーブルとコレクション設定のルールとオペ
レーション (p. 565)」をご参照ください。

自動セグメンテーション範囲を使用して MongoDB データベースを並列移行する
スレッドごとにデータを自動的にパーティション (セグメント化) する AWS DMS の基準を指定すること
で、ドキュメントを並列移行できます。特に、スレッドごとに移行するドキュメントの数を指定します。
このアプローチを使用して、AWS DMS は、スレッドあたりのパフォーマンスを最大化するために、セグ
メント境界を最適化しようとします。

テーブルマッピングで以下のテーブル設定オプションを使用して、セグメンテーション基準を指定できま
す。

テーブル設定オプション 説明

"type" (必須) ソースとして "partitions-auto" for 
MongoDB を設定します。

"number-of-partitions" (オプション) 移行に使用されるパーティション (セ
グメント) の総数。デフォルトは 16 です。

"collection-count-from-metadata" (オプション) このオプションが true に設定され
ている場合,AWS DMS は、パーティションの数を
決定するために、推定コレクション数を使用しま
す。このオプションが false に設定されている場
合、AWS DMS は実際のコレクション数を使用しま
す。デフォルトは true です。

"max-records-skip-per-page" (オプション) 各パーティションの境界を決定する
ときに一度にスキップするレコード数。AWS DMS 
は、ページ割りスキップアプローチを使用して、
パーティションの最小境界を決定します。デフォル
トは 10,000 です。
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テーブル設定オプション 説明
比較的大きな値を設定すると、カーソルのタイム
アウトやタスクが失敗する可能性があります。相対
的に低い値を設定すると、ページあたりのオペレー
ションが増え、全ロードが遅くなります。

"batch-size" (オプション) 1 つのバッチで返されるドキュメント
の数を制限します。各バッチには、サーバーへの
往復が必要です。バッチサイズがゼロ (0) の場合、
カーソルはサーバー定義の最大バッチサイズを使用
します。デフォルトは 0 です。

次の例は、自動セグメンテーションのテーブルマッピングを示しています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "admin", 
                "table-name": "departments" 
            }, 
            "rule-action": "include", 
            "filters": [] 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "admin", 
                "table-name": "departments" 
            }, 
            "parallel-load": { 
                "type": "partitions-auto", 
                "number-of-partitions": 5, 
                "collection-count-from-metadata": "true", 
                "max-records-skip-per-page": 1000000, 
                "batch-size": 50000 
            } 
        } 
    ]
}

自動セグメンテーションには次のような制限があります。各セグメントの移行は、コレクション数とコレ
クション用の最小値 _id を別個にフェッチします。次に、ページ割りされたスキップを使用して、そのセ
グメントの最小境界を計算します。

従って、コレクション内のすべてのセグメント境界が計算されるまで、各コレクションで _id の最小値
が一定のままであるようにします。セグメント境界の計算中にコレクションの _id 最小値を変更すると、
データの損失や重複行のエラーが発生する可能性があります。

範囲セグメンテーションを使用して MongoDB データベースを並列移行する

スレッド内の各セグメント範囲を指定することで、ドキュメントを並列移行できます。このアプローチを
使用して、AWS DMS に対してスレッドごとに選択したドキュメント範囲に従って、各スレッドで移行す
る特定のドキュメントを指定します。
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次のイメージは、7 つの項目を持つ MongoDB コレクションとプライマリキーとしての _id を示していま
す。
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AWS DMS を並列移行させるためコレクションを 3 つの特定のセグメントに分割するには、移行タスクに
テーブルマッピングルールを追加できます。これは次の JSON 例で示されます。

{ // Task table mappings: 
  "rules": [ 
    { 
      "rule-type": "selection", 
      "rule-id": "1", 
      "rule-name": "1", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "testdatabase", 
        "table-name": "testtable" 
      }, 
      "rule-action": "include" 
    }, // "selection" :"rule-type" 
    { 
      "rule-type": "table-settings", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "testdatabase", 
        "table-name": "testtable" 
      }, 
      "parallel-load": { 
        "type": "ranges", 
        "columns": [ 
           "_id", 
           "num" 
        ], 
        "boundaries": [ 
          // First segment selects documents with _id less-than-or-equal-to 
 5f805c97873173399a278d79 
          // and num less-than-or-equal-to 2. 
          [ 
             "5f805c97873173399a278d79", 
             "2" 
          ], 
          // Second segment selects documents with _id > 5f805c97873173399a278d79 and 
          // _id less-than-or-equal-to 5f805cc5873173399a278d7c and 
          // num > 2 and num less-than-or-equal-to 5. 
          [ 
             "5f805cc5873173399a278d7c", 
             "5" 
          ]                                    
          // Third segment is implied and selects documents with _id > 
 5f805cc5873173399a278d7c. 
        ] // :"boundaries" 
      } // :"parallel-load" 
    } // "table-settings" :"rule-type" 
  ] // :"rules"
} // :Task table mappings

このテーブルマッピング定義は、ソースコレクションを 3 つのセグメントに分割し、並列移行します。以
下は、セグメンテーション境界です。

Data with _id less-than-or-equal-to "5f805c97873173399a278d79" and num less-than-or-equal-
to 2 (2 records)
Data with _id > "5f805c97873173399a278d79" and num > 2 and _id  less-than-or-equal-to 
 "5f805cc5873173399a278d7c" and num less-than-or-equal-to 5 (3 records)
Data with _id > "5f805cc5873173399a278d7c" and num > 5 (2 records)     
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移行タスクが完了したら、次の例に示すように、テーブルが並列にロードされたことをタスクログから確
認できます。ソーステーブルから各セグメントをアンロードするために使用する MongoDB find 句 を確
認することもできます。

[TASK_MANAGER    ] I:  Start loading segment #1 of 3 of table 
 'testdatabase'.'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp 0005B191D638FE86  
 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD   ] I:  Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.   
 (mongodb_unload.c:157)

[SOURCE_UNLOAD   ] I:  Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" : { "$lte" : 
 { "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" : { "$numberInt" : "2" } } }  
 (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table 
 'testdatabase'.'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TASK_MANAGER    ] I: Start loading segment #1 of 3 of table 'testdatabase'.'testtable' (Id 
 = 1) by subtask 1. Start load timestamp 0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752) 
  
[SOURCE_UNLOAD   ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized. 
 (mongodb_unload.c:157)  

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" : { "$lte" : 
 { "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" : { "$numberInt" : "2" } } } 
 (mongodb_unload.c:328) 
  
[SOURCE_UNLOAD   ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table 
 'testdatabase'.'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TARGET_LOAD     ] I: Load finished for segment #1 of segmented table 
 'testdatabase'.'testtable' (Id = 1). 1 rows received. 0 rows skipped. Volume transfered 
 480.

[TASK_MANAGER    ] I: Load finished for segment #1 of table 'testdatabase'.'testtable' (Id 
 = 1) by subtask 1. 2 records transferred. 
             

現在、AWS DMS は、セグメントキー列として次の MongoDB データ型をサポートしています。

• ダブル
• 文字列
• ObjectId
• 32 ビット整数
• 64 ビット整数

AWS DMS のソースとして MongoDB を使用する際複数のデータ
ベースを移行する
AWS DMS バージョン 3.4.5 以降では、サポートされているすべての MongoDB バージョンに対して、1 
つのタスクについて複数のデータベースを移行できます。複数のデータベースを移行する場合は、次のス
テップを実行します：

1. MongoDB ソース エンドポイントを作成するときは、次のいずれかの操作を行います：
• DMS コンソールのエンドポイントの作成ページで、[Endpoint configuration] (エンドポイント設定) の

下にある[Database name] (データベース名) が空であることを確認してください。
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• AWS CLI CreateEndpoint コマンドを使用して、空の文字列値を MongoDBSettings の
DatabaseName パラメータに割り当てます。

2. MongoDB ソースから移行するデータベースごとに、タスクのテーブルマッピングにおけるスキーマ名
としてのデータベース名を指定します。これを行うには、コンソール内のガイド付き入力を使用する
か、JSON で直接入力できます。ガイド付き入力の詳細については、「 コンソールからテーブル選択お
よび変換を指定する (p. 534)」をご参照ください。JSON の詳細については、「選択ルールと選択ア
クション (p. 538)」をご参照ください。

たとえば、次の JSON を指定して、3 つの MongoDB データベースを移行するとします。

Example スキーマ内のすべてのテーブルの移行

次の JSON は、すべてのテーブルをソースエンドポイントの Customers、Orders、Suppliers データ
ベースからターゲット エンドポイントに移行します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Customers", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include", 
            "filters": [] 
        }, 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Orders", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include", 
            "filters": [] 
        }, 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "3", 
            "rule-name": "3", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Inventory", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include", 
            "filters": [] 
        } 
    ]
}                 

MongoDB を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限
MongoDB を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限は次のとおりです。

• テーブルモードでは、コレクション内のドキュメントは、同じフィールドの値に使用するデータ型
と一致している必要があります。たとえば、コレクション内のドキュメントにが含まれる場合'{ a:
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{ b:value ... }'、a.bそのフィールドを参照するコレクション内のすべてのドキュメントは、コレ
クション内のどこにいてもvalue、同じデータ型を使用する必要があります。value

• _id オプションが別の列として設定されている場合、ID 文字列は 200 文字以下でなければなりません。
• オブジェクト ID および配列タイプキーは、テーブルモードで oid および array というプレフィックス

が付けられた列に変換されます。

内部的には、これらの列はプレフィックスが付けられた名前で参照されます。これらの列を参照する変
換ルールを AWS DMS で使用する場合は、プレフィックス列を指定します。たとえば、${_id} ではな
く ${oid__id} を指定するか、${_addresses} ではなく ${array__addresses} を指定します。

• コレクション名とキー名にドル記号 ($) を含めることはできません。
• 前述のように、テーブルモードとドキュメントモードには制限があります。
• 自動セグメンテーションを使用して並列移行するには、前述の制限があります。
• MongoDB では
• AWS DMSネストレベルが 97 を超えるドキュメントはサポートされません。

AWS DMS のソースとして MongoDB を使用する場合のエンドポ
イント設定
MongoDB ソース エンドポイントを設定する場合、AWS DMSコンソールを使用して、複数のエンドポイ
ント設定を指定できます。

次の表は、AWS DMS のソースとして MongoDB データベースを使用する際利用可能な設定についてで
す。

設定 (属性) 有効な値 デフォルト値と説明

[Authentication 
mode] (認証
モード)

"none"

"password"

値 "password" では、ユーザー名とパスワードの入力が求
められます。"none" を指定した場合、ユーザー名とパス
ワードのパラメータは使用されません。

[Authentication 
source] (認証
ソース)

有効な MongoDB デー
タベース名を指定して
ください。

認証情報を検証するために使用する MongoDB データベー
スの名前。デフォルト値は "admin" です。

[Authentication 
mechanism] (認
証メカニズム)

"default"

"mongodb_cr"

"scram_sha_1"

認証メカニズム。 "default" 値は "scram_sha_1" で
す。authType が "no" に設定されている場合、この設定
は使用されません。

[Metadata 
mode] (メタ
データモード)

ドキュメントとテーブ
ル

ドキュメントモードまたはテーブルモードを選択します。

スキャンす
る文書の数
(docsToInvestigate)

0 より大きい正の整数。 このオプションは、テーブルモードでのみターゲット テー
ブル定義を定義するために使用します。

[_id as a 
separate 
column] (_id を
個別の列として
指定する)

チェックボックス このチェックを入れると、プライマリ キーとして機能する
_id という名前の 2 番目の列が作成されます。
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設定 (属性) 有効な値 デフォルト値と説明

socketTimeoutMSNUMBER

追加接続属性 (ECA) の
み。

この設定はミリ秒単位で、MongoDB クライアントの
接続タイムアウトを設定します。値がゼロ以下の場合
は、MongoDB クライアントのデフォルトが使用されます。

ドキュメントをメタデータモードとして選択した場合、さまざまなオプションを利用できます。

ターゲット エンドポイントが DocumentDB の場合は、ドキュメントモードで移行を実行し、また、ソー
ス エンドポイントを変更し、[_id as separate column] (_id を個別の列として) オプションを選択します。
ソース MongoDB ワークロードにトランザクションが含まれる場合、これは必須の前提条件です。

MongoDB のソースデータ型
AWS DMS のソースとして MongoDB を使用するデータ移行では、ほとんどの MongoDB データ型がサ
ポートされます。次のテーブルに、AWS DMS を使用する場合にサポートされる MongoDB のソースデー
タ型と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。MongoDB データ型の詳細につ
いては、『MongoDB のドキュメント』の「BSON 型」をご参照ください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイ
ントのセクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

MongoDB データ型 AWS DMS データ型

ブール値 Bool

バイナリ BLOB

日付 日付

タイムスタンプ 日付

Int INT4

Long INT8

ダブル REAL8

String (UTF-8) CLOB

配列 CLOB

OID 文字列

REGEX CLOB

CODE CLOB

AWS DMS のソースとして Amazon DocumentDB 
(MongoDB 互換) を使用する
AWS DMS は、Amazon DocumentDB (MongoDB と互換) バージョン 3.6 および 4.0 をデータベース
ソースとしてサポートしています。ソースとして Amazon DocumentDB を使用すると、1 つの Amazon 
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DocumentDB クラスターから別のAmazon DocumentDB クラスターにデータを移行できます。Amazon 
DocumentDB クラスターから、AWS DMS でサポートされている他のターゲット エンドポイントのいずれ
かにデータを移行することもできます。

Amazon DocumentDB を初めて使用する場合は、Amazon DocumentDB データベースの以下の重要な概念
に注意してください：

• Amazon DocumentDB のレコードは、フィールドと値のペアで構成されるデータ構造であるドキュメン
トです。フィールドの値には、他のドキュメント、配列、およびドキュメントの配列を含めることがで
きます。ドキュメントは、リレーショナルデータベースのテーブルの行とほぼ同等です。

• Amazon DocumentDB でのコレクションとは、ドキュメントのグループであり、リレーショナル データ
ベーステーブルとほぼ同等です。

• Amazon DocumentDB の データベースはコレクションのセットであり、リレーショナルデータベース内
のスキーマとほぼ同等です。

AWS DMS では、ソースとして Amazon DocumentDB を使用する場合、ドキュメントモードとテーブル
モードの 2 つの移行モードをサポートしています。[Metadata mode] (メタデータモード) オプションまた
は追加の接続属性 nestingLevel を使用して Amazon DocumentDB ソース エンドポイントを AWS DMS 
コンソールに作成する際、移行モードを指定します。移行モードの選択は、以下に説明するように、ター
ゲットデータの結果の形式に影響します。

ドキュメントモード

ドキュメントモードでは、JSON ドキュメントがそのまま移行されます。つまり、ドキュメントデー
タは 2 つの項目のいずれかに統合されます。ターゲットとしてリレーショナルデータベースを使用す
る場合、データはターゲットテーブルで _doc という名前の単一の列になります。非リレーショナル
データベースをターゲットとして使用する場合、データは単一の JSON ドキュメントになります。ド
キュメントモードは、Amazon DocumentDB ターゲットに移行する際にお勧めするデフォルトモード
です。

例えば、という名のAmazon DocumentDB コレクションで、次のAmazon 
DocumentDBmyCollection コレクション内を考えてみます。

> db.myCollection.find()
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe0"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe1"), "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }

ドキュメントモードを使用してデータをリレーショナルデータベーステーブルに移行した後、データ
は以下のように構成されます。ドキュメントのデータフィールドは  _doc 列に統合されています。

oid_id _doc

5a94815f40bd44d1b02bdfe0 { "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }

5a94815f40bd44d1b02bdfe1 { "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }

オプションで、追加の接続属性 extractDocID を true に設定して、プライマリ キーとして機能す
る "_id" という名前の 2 つ目の列を作成できます。変更データ キャプチャ (CDC) を使用する場合
は、ターゲットとして Amazon DocumentDB を使用する場合を除き、このパラメータを true に設定
します。

Note

新しいコレクションをソースデータベースに追加すると、AWS DMS はコレクションの新し
いターゲットテーブルを作成し、すべてのドキュメントをレプリケートします。
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テーブルモード

テーブルモードでは Amazon DocumentDB ドキュメントのそれぞれの最上位フィールドをターゲット
テーブルの列に変換します。AWS DMSフィールドがネストされている場合、AWS DMS はネストさ
れた値を 1 つの列にフラット化します。次に AWS DMS は、キーフィールドとデータ型をターゲット
テーブルの列セットに追加します。

各 Amazon DocumentDB ドキュメントについては、AWS DMS はターゲットテーブルの列セットに
各キーとタイプを追加します。たとえば、テーブルモードを使用すると、AWS DMS は前の例を次の
テーブルに移行します。

oid_id a b c

5a94815f40bd44d1b02bdfe01 2 3

5a94815f40bd44d1b02bdfe14 5 6

入れ子の値は、ドット区切りのキー名を含む列にフラット化されます。この列は、ピリオドで区
切られた平滑化されたフィールド名の連結を使用して名前が付けられます。たとえば、AWS DMS 
は、{"a" : {"b" : {"c": 1}}} のようなネストされた値のフィールドを持つ JSON ドキュメン
トを a.b.c. という名前の列に移行します。

ターゲット列を作成するため、AWS DMS は指定された数の Amazon DocumentDB ドキュメントを
スキャンして、すべてのフィールドおよびタイプのセットを作成し、次に AWS DMS は、このセッ
トを使用してターゲット テーブルの列を作成します。コンソールを使用して Amazon DocumentDB 
ソース エンドポイントを作成または変更する場合は、スキャンするドキュメントの数を指定で
きます。デフォルト値は 1000 ドキュメントです。AWS CLI を使用する場合は、追加の接続属性
docsToInvestigateを使用できます。

テーブルモードでは、AWS DMS は、ドキュメントとコレクションを次のように管理します。
• 既存のコレクションにドキュメント (行) を追加する場合は、ドキュメントがレプリケートされま

す。ターゲットに存在しないフィールドがある場合、それらのフィールドはレプリケーションされ
ません。

• ドキュメントを更新すると、更新されたドキュメントはレプリケートされます。ターゲットに存在
しないフィールドがある場合、それらのフィールドはレプリケーションされません。

• ドキュメントの削除は完全にサポートされています。
• CDC タスクの実行中に新しいコレクションを追加しても、ターゲット上に新しいテーブルは作成さ

れません。
• コレクションの名前を変更することはできません。

トピック
• ソースとして Amazon DocumentDB を使用するためのアクセス許可の設定 (p. 276)
• Amazon DocumentDB クラスター用 CDC の設定 (p. 276)
• TLS を使用して Amazon DocumentDB に接続する (p. 277)
• Amazon DocumentDB ソース エンドポイントの作成 (p. 277)
• Amazon DocumentDB コレクションをセグメント化し、並列移行する (p. 278)
• AWS DMS のソースとして Amazon DocumentDB を使用する場合複数のデータベースを移行す

る (p. 283)
• AWS DMS のソースとして Amazon DocumentDB を使用する場合の制限 (p. 284)
• Amazon DocumentDB をソースとして使用するエンドポイントの設定の使用 (p. 285)
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• Amazon DocumentDB のソースデータ型 (p. 285)

ソースとして Amazon DocumentDB を使用するためのアクセス
許可の設定
Amazon DocumentDB ソースを AWS DMS 移行で使用する際、root 権限を持つユーザーアカウントを作成
できます。または、移行するデータベースに対してのみ許可されたユーザーを作成することもできます。

次のコードは、ルートアカウントとしてのユーザーを作成します。

use admin
db.createUser( 
  { 
    user: "root", 
    pwd: "password", 
    roles: [ { role: "root", db: "admin" } ] 
  }) 
             

Amazon DocumentDB 3.6 3.6 に関して次のコードは、移行するデータベースに対して最小限の権限を持つ
ユーザーを作成します。

use database_to_migrate
db.createUser(  
{  
    user: "dms-user", 
    pwd: "password", 
    roles: [ { role: "read", db: "db_name" }, "read"]  
})                         
              

Amazon DocumentDB 4.0AWS DMS 以降では、デプロイ全体にわたる変更ストリームを使用します。次の
コードは、最小限の権限を持つユーザーを作成します。

db.createUser(  
{  
    user: "dms-user", 
    pwd: "password", 
    roles: [ { role: "readAnyDatabase", db: "admin" }]  
}) 
             

Amazon DocumentDB クラスター用 CDC の設定
Amazon DocumentDB で継続的レプリケーションまたは CDC を使用するには、AWS DMSでは、Amazon 
DocumentDB クラスターの変更ストリームにアクセスする必要があります。クラスターのコレクションお
よびデータベース内の更新イベントの時系列については、Amazon DocumentDB デベロッパー+ガイドの
「変更ストリームの使用」をご参照ください。

MongoDB シェルを使用して Amazon DocumentDB クラスターに関して認証します。次に、以下のコマン
ドを実行して、変更ストリームを有効にします。

db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1, 
    database: "DB_NAME", 
    collection: "",  
    enable: true}); 
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この方法により、データベース内ですべてのコレクションの変更ストリームが有効になります。変更スト
リームを有効にした後、既存のデータを移行すると同時に進行中変更のレプリケーションを実行する移行
タスクを作成できます。AWS DMS では、バルクデータのロード後でも変更のキャプチャと適用が継続し
ます。最終的にソースデータベースとターゲットデータベースは同期され、移行でのダウンタイムは最小
限に抑えられます。

TLS を使用して Amazon DocumentDB に接続する
デフォルトでは、新しく作成された Amazon DocumentDB クラスターは、Transport Layer Security (TLS) 
を使用したセキュアな接続のみを受け入れます。TLS が有効になっている場合、Amazon DocumentDB へ
のすべての接続で公開キーが必要になります。

Amazon DocumentDB の公開キーを取得するには、AWS にホストされた Amazon S3 バケットから rds-
combined-ca-bundle.pem ファイルをダウンロードします。このファイルのダウンロードの詳細につい
ては、Amazon DocumentDB デベロッパーガイドの「TLS を使用した接続の暗号化」をご参照ください。

この rds-combined-ca-bundle.pem ファイルをダウンロードしたら、そのファイルに含まれる公開
キーを AWS DMS にインポートできます。以下のステップでは、その方法について説明します。

AWS DMS コンソールを使用した公開キーをインポートするには

1. AWS Management Console にサインインして AWS DMS を選択します。
2. ナビゲーションペインで [Certificates] を選択します。
3. [証明書のインポート] を選択します。[Import certificate] (新しい CA 証明書のインポート) ページが表

示されます。
4. [Certificate configuration] (証明書設定) セクションで、次のいずれかの操作を行います：

• [Certificate identifier ] (証明書の識別子) に、docdb-cert などの、証明書の一意の名前を入力しま
す。

• [Choose file] (ファイルの選択) を選択し、rds-combined-ca-bundle.pem ファイルを保存した
場所に移動し、選択します。

5. [Add new CA certificate (新しい CA 証明書の追加)] を選択します。

AWS CLI 次の例では公開キー rds-combined-ca-bundle.pem ファイルをインポートする AWS DMS
import-certificate コマンドを使用します。

aws dms import-certificate \ 
    --certificate-identifier docdb-cert \ 
    --certificate-pem file://./rds-combined-ca-bundle.pem              
             

Amazon DocumentDB ソース エンドポイントの作成
Amazon DocumentDB ソース エンドポイントを作成するには、コンソールまたは AWS CLI を使用しま
す。以下の手順では、コンソールを使用します。

AWS DMS コンソールを使用して Amazon DocumentDB ソース エンドポイントを設定するには

1. AWS Management Console にサインインして AWS DMS を選択します。
2. ナビゲーションペインで [Endpoints] (エンドポイント) を選択し、[Create Endpoint] (エンドポイント

の作成) を選択します。
3. [Endpoint identifier] (エンドポイント識別子) には、docdb-source などの簡単に識別できるような名

前を入力します。
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4. [Source engine] (ソースエンジン) には、Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) を選択します。
5. を使用する場合[Server name] (サーバー名) には、Amazon DocumentDB データベース エンドポイ

ントが常駐するサーバー名を入力します。たとえば、Amazon EC2 インスタンスの公開 DNS 名に
democluster.cluster-cjf6q8nxfefi.us-east-2.docdb.amazonaws.com などを入力できま
す。

6. [Port] (ポート) に 27017 と入力します。
7. [SSL mode (SSL モード)] で [verify-full] を選択します。Amazon DocumentDB クラスターで SSL を無

効化している場合、このステップは省略できます。
8. [CA certificate] (CA 証明書) には、Amazon DocumentDB 証明書として rds-combined-ca-

bundle.pem を選択します。この証明書の追加手順については、「TLS を使用して Amazon 
DocumentDB に接続する (p. 277)」をご参照ください。

9. [Database name ] (データベース名) に、移行するデータベースの名前を入力します。

CLI に次の手順を値で使用します。

AWS CLI を使用して Amazon DocumentDB ソース エンドポイントを設定するには

• AWS DMS create-endpoint コマンドを実行して Amazon DocumentDB ソース エンドポイントを
設定し、プレースホルダを独自の値に置き換えます。

aws dms create-endpoint \ 
           --endpoint-identifier a_memorable_name \ 
           --endpoint-type source \ 
           --engine-name docdb \ 
           --username value \ 
           --password value \ 
           --server-name servername_where_database_endpoint_resides \ 
           --port 27017 \ 
           --database-name name_of_endpoint_database
            

Amazon DocumentDB コレクションをセグメント化し、並列移行
する
移行タスクのパフォーマンスを向上させるために、Amazon DocumentDB ソース エンドポイントは、テー
ブルマッピングの並列全ロード機能の 2 つのオプションをサポートしています。つまり、JSON 設定で
並列全ロードに対してテーブルマッピングの自動セグメンテーションまたは範囲セグメンテーションオプ
ションを使用して、コレクションを並列移行できます。自動セグメント化オプションを使用すると、AWS 
DMS の基準を指定して各スレッドで移行用のソースを自動セグメント化できます。範囲セグメンテーショ
ンオプションを使用すると、AWS DMSに DMS が各スレッドで移行する各セグメントの特定の範囲を指
令できます。これらの設定の詳細については、「テーブルとコレクション設定のルールとオペレーショ
ン (p. 565)」をご参照ください。

自動セグメンテーション範囲を使用して Amazon DocumentDB データベースを並
列移行する

スレッドごとにデータ特に、スレッドごとに移行するドキュメントの数を自動的にパーティション (セグ
メント化) するAWS DMS の基準を指定することで、ドキュメントを並列移行できます。このアプローチ
を使用して、AWS DMS は、スレッドあたりのパフォーマンスを最大化するために、セグメント境界を最
適化しようとします。

テーブルマッピングで次のテーブル設定オプションを使用して、セグメンテーション基準を指定できま
す。
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テーブル設定オプション 説明

"type" (必須) ソースとして Amazon DocumentDB 用の
"partitions-auto" に設定します。

"number-of-partitions" (オプション) 移行に使用されるパーティション (セ
グメント) の総数。デフォルトは 16 です。

"collection-count-from-metadata" (オプション) true に設定されている場合、AWS 
DMS は、パーティションの数を決定するために、
推定コレクション数を使用します。false に設定さ
れている場合、AWS DMS は実際のコレクション数
を使用します。デフォルトは true です。

"max-records-skip-per-page" (オプション) 各パーティションの境界を決定する
ときに一度にスキップするレコード数。AWS DMS 
は、ページ割りスキップアプローチを使用して、
パーティションの最小境界を決定します。デフォル
トは 10,000 です。比較的大きな値を設定すると、
カーソルのタイムアウトやタスク障害の可能性があ
ります。相対的に低い値を設定すると、ページあた
りのオペレーションが増え、全ロードが遅くなりま
す。

"batch-size" (オプション) 1 つのバッチで返されるドキュメント
の数を制限します。各バッチには、サーバーへの
往復が必要です。バッチサイズがゼロ (0) の場合、
カーソルはサーバー定義の最大バッチサイズを使用
します。デフォルトは 0 です。

次の例は、自動セグメンテーションのテーブルマッピングを示しています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "admin", 
                "table-name": "departments" 
            }, 
            "rule-action": "include", 
            "filters": [] 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "admin", 
                "table-name": "departments" 
            }, 
            "parallel-load": { 
                "type": "partitions-auto", 
                "number-of-partitions": 5, 
                "collection-count-from-metadata": "true", 
                "max-records-skip-per-page": 1000000, 
                "batch-size": 50000 
            } 
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        } 
    ]
}

自動セグメンテーションには次の制限があります。各セグメントの移行は、コレクション数とコレクショ
ン用の最小値 _id を別個にフェッチします。次に、ページ割りされたスキップを使用して、そのセグメン
トの最小境界を計算します。従って、コレクション内のすべてのセグメント境界が計算されるまで、各コ
レクションで _id の最小値が一定のままであるようにします。セグメント境界の計算中にコレクションの
最小 _id 値を変更すると、データ損失や重複行のエラーが発生する可能性があります。

特定のセグメント範囲を使用して Amazon DocumentDB データベースを並列移行
する

次の例は、7 つの項目を持つ Amazon DocumentDB コレクションおよび _id をプライマリ キーとして示
しています。
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コレクションを 3 つのセグメントに分割して並列に移行するには、次の JSON の例に示すように、移行タ
スクにテーブルマッピングルールを追加します。

{ // Task table mappings: 
  "rules": [ 
    { 
      "rule-type": "selection", 
      "rule-id": "1", 
      "rule-name": "1", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "testdatabase", 
        "table-name": "testtable" 
      }, 
      "rule-action": "include" 
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    }, // "selection" :"rule-type" 
    { 
      "rule-type": "table-settings", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "testdatabase", 
        "table-name": "testtable" 
      }, 
      "parallel-load": { 
        "type": "ranges", 
        "columns": [ 
           "_id", 
           "num" 
        ], 
        "boundaries": [ 
          // First segment selects documents with _id less-than-or-equal-to 
 5f805c97873173399a278d79 
          // and num less-than-or-equal-to 2. 
          [ 
             "5f805c97873173399a278d79", 
             "2" 
          ], 
          // Second segment selects documents with _id > 5f805c97873173399a278d79 and 
          // _id less-than-or-equal-to 5f805cc5873173399a278d7c and 
          // num > 2 and num less-than-or-equal-to 5. 
          [ 
             "5f805cc5873173399a278d7c", 
             "5" 
          ]                                    
          // Third segment is implied and selects documents with _id > 
 5f805cc5873173399a278d7c. 
        ] // :"boundaries" 
      } // :"parallel-load" 
    } // "table-settings" :"rule-type" 
  ] // :"rules"
} // :Task table mappings 
            

このテーブルマッピング定義は、ソースコレクションを 3 つのセグメントに分割し、並列移行します。以
下は、セグメンテーション境界です。

Data with _id less-than-or-equal-to "5f805c97873173399a278d79" and num less-than-or-equal-
to 2 (2 records)
Data with _id less-than-or-equal-to "5f805cc5873173399a278d7c" and num less-than-or-equal-
to 5 and not in (_id less-than-or-equal-to  "5f805c97873173399a278d79" and num less-than-
or-equal-to 2) (3 records)
Data not in (_id less-than-or-equal-to "5f805cc5873173399a278d7c" and num less-than-or-
equal-to 5) (2 records) 
             

移行タスクが完了したら、次の例に示すように、テーブルが並列にロードされたことをタスクログから確
認できます。ソーステーブルから各セグメントをアンロードするために使用される Amazon DocumentDB
find 句を確認することもできます。

[TASK_MANAGER    ] I:  Start loading segment #1 of 3 of table 
 'testdatabase'.'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp 0005B191D638FE86  
 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD   ] I:  Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.   
 (mongodb_unload.c:157)
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[SOURCE_UNLOAD   ] I:  Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" : { "$lte" : 
 { "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" : { "$numberInt" : "2" } } }  
 (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table 
 'testdatabase'.'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TASK_MANAGER    ] I: Start loading segment #1 of 3 of table 'testdatabase'.'testtable' (Id 
 = 1) by subtask 1. Start load timestamp 0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752) 
  
[SOURCE_UNLOAD   ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized. 
 (mongodb_unload.c:157)  

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" : { "$lte" : 
 { "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" : { "$numberInt" : "2" } } } 
 (mongodb_unload.c:328) 
  
[SOURCE_UNLOAD   ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table 
 'testdatabase'.'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TARGET_LOAD     ] I: Load finished for segment #1 of segmented table 
 'testdatabase'.'testtable' (Id = 1). 1 rows received. 0 rows skipped. Volume transfered 
 480.

[TASK_MANAGER    ] I: Load finished for segment #1 of table 'testdatabase'.'testtable' (Id 
 = 1) by subtask 1. 2 records transferred. 
             

現在、AWS DMS では、セグメントキー列として次の Amazon DocumentDB データ型をサポートしていま
す。

• ダブル
• 文字列
• ObjectId
• 32 ビット整数
• 64 ビット整数

AWS DMS のソースとして Amazon DocumentDB を使用する場
合複数のデータベースを移行する
AWS DMS バージョン 3.4.5 以降では、Amazon DocumentDB バージョン 4.0 以降でのみ、1 つのタスク
で複数のデータベースの移行がサポートされています。複数のデータベースを移行する場合は、以下を実
行します：

1. Amazon DocumentDB ソース エンドポイントを作成すると、次のようになります：
• AWS DMS 用の AWS Management Console については、[Create Endpoint] (エンドポイントの作成) 

ページの[Endpoint configuration] (エンドポイント設定) で[Database name] (データベース名) を空の
ままにしておきます。

• AWS Command Line Interface(AWS CLI) で、CreateEndpointアクションに指定する
DocumentDBSettings DatabaseNameのパラメータに空の文字列値を割り当てます。

2. この Amazon DocumentDB ソース エンドポイントから移行するデータベースごとに、コンソールでの
ガイド付き入力を使用するか、JSON で直接使用するタスクのテーブルマッピングで、各データベー
スの名前をスキーマの名前として指定します。ガイド付き入力の詳細については、「 コンソールから
テーブル選択および変換を指定する (p. 534)」をご参照ください。。JSON の詳細については、「選
択ルールと選択アクション (p. 538)」をご参照ください。
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たとえば、次の JSON を指定して 3 つの Amazon DocumentDB データベースを移行できます。

Example スキーマ内のすべてのテーブルの移行

次の JSON は、ソース エンポイント内の Customers、Orders、Suppliersデータベースからすべての
テーブルをターゲット エンドポイントに移行します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Customers", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Orders", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Inventory", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        } 
    ]
}

AWS DMS のソースとして Amazon DocumentDB を使用する場
合の制限
AWS DMS のソースとして Amazon DocumentDBを 使用する場合の制限は次のとおりです：

• _id オプションが別の列として設定されている場合、ID 文字列は 200 文字以下でなければなりません。
• オブジェクト ID および配列タイプキーは、テーブルモードで oid および array というプレフィックス

が付けられた列に変換されます。

内部的には、これらの列はプレフィックスが付けられた名前で参照されます。これらの列を参照する変
換ルールを AWS DMS で使用する場合は、プレフィックス列を指定します。たとえば、${_id} ではな
く ${oid__id} を指定するか、${_addresses} ではなく ${array__addresses} を指定します。

• コレクション名とキー名にドル記号 ($) を含めることはできません。
• 前述のように、テーブルモードとドキュメントモードには制限があります。
• 自動セグメンテーションを使用して並列移行するには、前述の制限があります。
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) ソースは、変更データ キャプチャ (CDC) のスタート位置として

特定のタイムスタンプの使用をサポートしていません。進行中のレプリケーション タスクは、タイムス
タンプに関係なく変更のキャプチャをスタートします。

• DocumentDB (MongoDB 互換) をソースとして使用する場合、DMS は 1 秒あたり最大 250 レコードを
処理できます。

• AWS DMSネストレベルが 97 を超えるドキュメントはサポートされません。
• DocumentDB に関してソースフィルターはサポートされていません。
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Amazon DocumentDB をソースとして使用するエンドポイントの
設定の使用
エンドポイントの設定を使用して、追加接続属性の使用と同様に、Amazon DocumentDB ソースデータ
ベースを設定できます。AWS DMSコンソールを使用してソースエンドポイントを作成するとき、また
は--doc-db-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS 
CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

次の表は、Amazon DocumentDB をソースとして使用できるエンドポイントの設定を示しています。

属性名 有効な値 デフォルト値と説明

NestingLevel "none"

"one"

"none" - ドキュメントモードを使用するよう "none" を指
定します。テーブルモードを使用するよう "one" を指定し
ます。

ExtractDocID boolean

true

false

false - NestingLevel が "none" に設定されている場
合、この属性を使用します。

ターゲット データベースが Amazon DocumentDB の場合
は、'{"ExtractDocID": true}' を設定します。

DocsToInvestigate0 より大きい正の整数。 1000 - NestingLevel が "one" に設定されている場合、
この属性を使用します。

Note

ターゲット エンドポイントが Amazon DocumentDB の場合は、[Document mode] (ドキュメント
モード) で移行を実行し、追加の接続属性 "ExtractDocID": true を設定します。エンドポイ
ント設定を設定するには"ExtractDocID": true、ソースエンドポイントを変更し、「_id」
ボックスを別の列にチェックします。

Amazon DocumentDB のソースデータ型
次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる Amazon DocumentDB ソースデータ型を示しま
す。この表の AWS DMS データ型からデフォルトのマッピングを見つけることもできます。データ型の詳
細については、MongoDB のドキュメントの「BSON 型」をご参照ください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイ
ントのセクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

Amazon DocumentDB データ型 AWS DMS データ型

ブール値 Bool

バイナリ BLOB

日付 日付

タイムスタンプ 日付
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Amazon DocumentDB データ型 AWS DMS データ型

Int INT4

Long INT8

ダブル REAL8

String (UTF-8) CLOB

配列 CLOB

OID 文字列

AWS DMS のソースとしての Amazon RS3 の使用
AWS DMS を使用して Amazon S3バケットからデータを移行できます。これを行うには、1 つ以上のデー
タファイルを含む Amazon S3 バケットへのアクセスを提供します。その S3 バケットに、データおよびそ
れらのファイルのデータのデータベーステーブル間のマッピングを記述する JSON ファイルを含めます。

全ロードのスタート前に、ソース データ ファイルが Amazon S3 バケットに存在している必要がありま
す。バケット名は、bucketName パラメータを使用して指定します。

ソースデータファイルはカンマ区切り値 (.csv) 形式である必要があります。次に示す命名規則を使用し
て名前を付けます。この規則では、schemaName がソーススキーマで、tableName がそのスキーマ内の
テーブルの名前です。

/schemaName/tableName/LOAD001.csv
/schemaName/tableName/LOAD002.csv
/schemaName/tableName/LOAD003.csv
...

たとえば、データファイルが次の Amazon S3 パスの mybucket にあるとします。

s3://mybucket/hr/employee

ロード時に、AWS DMS はソーススキーマ名が hr で、ソーステーブル名が employee であると想定しま
す。

bucketName (必須) に加えて、オプションで bucketFolder パラメータを提供し、 AWS DMS が 
Amazon S3 バケットでデータファイルを探す場所を指定します。前の例を続けると、bucketFolder を
sourcedata に設定した場合、AWS DMS は次のパスで CDC データ ファイルを読み取ります。

s3://mybucket/sourcedata/hr/employee

追加の接続属性を使用して、列の区切り文字、行の区切り文字、null 値のインジケータ、およびその他の
パラメータを指定できます。詳細については、「のソースとしての Amazon S3 のエンドポイントの設定
AWS DMS (p. 292)」を参照してください。

以下に示すように、ExpectedBucketOwner Amazon S3 エンドポイント設定を使用してバケット所有
者を指定し、スナイピングを防ぐことができます。次に、接続のテストや移行の実行をリクエストする
と、S3 は指定されたパラメータに対してバケット所有者のアカウント ID をチェックします。

--s3-settings='{"ExpectedBucketOwner": "AWS_Account_ID"}'
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トピック
• AWS DMS のソースとして Amazon S3 用の外部テーブルの定義 (p. 287)
• Amazon S3 を AWS DMS のソースとして CDC の使用 (p. 289)
• AWS DMS のソースとして Amazon S3 を使用する場合の前提条件 (p. 290)
• のソースとして Amazon S3 を使用する場合の制限事項AWS DMS (p. 291)
• のソースとしての Amazon S3 のエンドポイントの設定AWS DMS (p. 292)
• Amazon S3 のソースデータ型 (p. 293)

AWS DMS のソースとして Amazon S3 用の外部テーブルの定義
データファイルに加えて、外部テーブル定義も指定する必要があります。[external table definition] (外部
テーブル定義) は、AWS DMS が Amazon S3 からのデータを解釈する方法について説明する JSON ド
キュメントです。このドキュメントの最大サイズは 2 MB です。AWS DMS マネジメントコンソールを
使用してソースエンドポイントを作成する場合、JSON を直接テーブルマッピングボックスに入力でき
ます。AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS DMS API を使用して移行を実行する場合
は、JSON ファイルを作成して外部テーブル定義を指定することができます。

以下のものが含まれるデータファイルがあるとします。

101,Smith,Bob,2014-06-04,New York
102,Smith,Bob,2015-10-08,Los Angeles
103,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
104,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas

このデータ用の外部テーブル定義の例を次に示します。

{ 
    "TableCount": "1", 
    "Tables": [ 
        { 
            "TableName": "employee", 
            "TablePath": "hr/employee/", 
            "TableOwner": "hr", 
            "TableColumns": [ 
                { 
                    "ColumnName": "Id", 
                    "ColumnType": "INT8", 
                    "ColumnNullable": "false", 
                    "ColumnIsPk": "true" 
                }, 
                { 
                    "ColumnName": "LastName", 
                    "ColumnType": "STRING", 
                    "ColumnLength": "20" 
                }, 
                { 
                    "ColumnName": "FirstName", 
                    "ColumnType": "STRING", 
                    "ColumnLength": "30" 
                }, 
                { 
                    "ColumnName": "HireDate", 
                    "ColumnType": "DATETIME" 
                }, 
                { 
                    "ColumnName": "OfficeLocation", 
                    "ColumnType": "STRING", 
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                    "ColumnLength": "20" 
                } 
            ], 
            "TableColumnsTotal": "5" 
        } 
    ]
}

この JSON ドキュメントの要素は次のとおりです。

TableCount - ソーステーブルの数。この例では、テーブルは 1 つしかありません。

Tables - ソーステーブルあたり 1 つの JSON マップで構成される配列。この例では、マップは 1 つしか
ありません。各マップは以下の要素で構成されています。

• TableName - ソーステーブルの名前。
• TablePath - AWS DMSが全データ ロード ファイルを見つけることができる Amazon S3 バケット内の

パス。bucketFolder の値を指定した場合、この値がパスの先頭に付加されます。
• TableOwner - このテーブルのスキーマ名。
• TableColumns - 1 つ以上のマップの配列、それぞれがソーステーブルの列を記述します：

• ColumnName - ソーステーブルの列の名前。
• ColumnType - 列のデータ型。有効なデータ型については、「Amazon S3 のソースデータ

型 (p. 293)」をご参照ください。
• ColumnLength - この列のバイト数。S3 ソースが完全 LOB モードをサポートしていないため、列の

最大長は 2147483647 バイト (2,047 MegaBytes) に制限されています。 ColumnLength次のデータ型
に有効です。
• BYTE
• STRING

• ColumnNullable - この列に NULL 値を含めることができる場合、true であるブール値 (デフォル
ト = false)。

• ColumnIsPk - この列がプライマリ キーの一部である場合、true であるブール値 (デフォルト =
false)。

• ColumnDateFormat— DATE、TIME、DATETIME タイプの列の入力日付形式で、データ文字列を解
析して日付オブジェクトに変換するために使用されます。可能な値は以下のとおりです。

- YYYY-MM-dd HH:mm:ss
- YYYY-MM-dd HH:mm:ss.F
- YYYY/MM/dd HH:mm:ss
- YYYY/MM/dd HH:mm:ss.F
- MM/dd/YYYY HH:mm:ss
- MM/dd/YYYY HH:mm:ss.F
- YYYYMMdd HH:mm:ss
- YYYYMMdd HH:mm:ss.F

• TableColumnsTotal - 列の総数。この番号は、TableColumns 配列内の要素数と一致している必要が
あります。

他に指定がない限り、AWS DMS では ColumnLength がゼロであることが想定されます。

Note

対応している AWS DMS のバージョンでは、S3 ソースデータには、TableName 列値の前の最初
の列としてオプションのオペレーション列を含めることもできます。このオペレーション列は、
フルロード時にデータを S3 ターゲットエンドポイントに移行するために使用されるオペレー
ション (INSERT) を識別します。
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存在する場合、この列の値は INSERT オペレーションキーワードの最初の文字 (I) です。指定さ
れている場合、この列は通常、S3 ソースが以前の移行中に S3 ターゲットとして DMS によって
作成されたことを示します。
3.4.2 以前の DMS バージョンでは、この列は以前の DMS 全ロードから作成された S3 ソース
データにはありませんでした。この列を S3 ターゲットデータに追加すると、S3 ターゲットに書
き込まれるすべての行の形式を、全ロード中に書き込まれたか、CDC ロード中に書き込まれたか
にかかわらず一貫させることができます。S3 ターゲットデータをフォーマットするオプションの
詳細については、「移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表示 (p. 396)」をご参
照ください。

NUMERIC 型の列の場合は、精度とスケールを指定します。精度は数値の桁の合計数であり、スケールは
小数点以下の桁数です。次に示すように、これには ColumnPrecision および ColumnScale 要素を使
用します。

... 
    { 
        "ColumnName": "HourlyRate", 
        "ColumnType": "NUMERIC", 
        "ColumnPrecision": "5" 
        "ColumnScale": "2" 
    }
...

分数の秒を含むデータを持つ DATETIME 型の列の場合は、スケールを指定します。[Scale] (スケール) は
小数秒の桁数で、0 ～ 9 の範囲で指定できます。次に示すように、これには ColumnScale 要素を使用し
ます。

...
{ 
      "ColumnName": "HireDate", 
      "ColumnType": "DATETIME", 
      "ColumnScale": "3"
}
...

他に指定がない限り、AWS DMS は ColumnScale がゼロと仮定し、小数点以下の秒を切り捨てます。

Amazon S3 を AWS DMS のソースとして CDC の使用
AWS DMS による全データロードの後で、オプションでターゲットエンドポイントにデータの変更をレプ
リケートできます。これを行うには、Amazon S3 バケットに変更データキャプチャ ファイル (CDC ファ
イル) をアップロードします。AWS DMS は、アップロード時にこれらの CDC ファイルを読み取り、ター
ゲット エンドポイントで変更を適用します。

CDC ファイルは次のように名前が付けられます。

CDC00001.csv
CDC00002.csv
CDC00003.csv
...

Note

変更データフォルダ内の CDC ファイルをレプリケートするには、辞書と同じ (順次) 順序で正常
にアップロードします。たとえば、ファイル CDC00002.csv はファイル CDC00003.csv より前
にアップロードします。そうしないと、CDC00002.csv はスキップされ、CDC00003.csv の後に
ロードするとレプリケートされません。一方、ファイル CDC00004.csv は、CDC00003.csv の後
にロードされた場合に正常にレプリケートされます。
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AWS DMS がファイルを見つけることができる場所を示すには、cdcPath パラメータを指定します。前の
例を続けると、cdcPath を changedata に設定した場合、AWS DMS は次のパスで CDC ファイルを読
み取ります。

s3://mybucket/changedata

cdcPath を changedata に、bucketFolder を myFolder に設定した場合、AWS DMS は次のパスで 
CDC ファイルを読み取ります。

s3://mybucket/myFolder/changedata

CDC ファイル内のレコードは次のような形式になります。

• オペレーション - 実行する変更オペレーション: INSERT または I、UPDATE または U、DELETE または
D。これらのキーワードと文字値では大文字と小文字は区別されません。

Note

サポートされている AWS DMSバージョンでは、AWS DMS はロードレコードごとに実行す
るオペレーションを 2 つの方法で識別できます。AWS DMS では、レコードのキーワード値 
(INSERT など) またはそのキーワードの最初の文字(例えば、I)からこれを実行できます。以前
のバージョンでは、AWS DMS は完全なキーワード値からのみロードオペレーションを認識し
ました。
AWS DMS の以前のバージョンでは、CDC データを記録するために完全なキーワード値が書き
込まれていました さらに以前のバージョンでは、キーワード [initial] のみを使用して、S3 ター
ゲットにオペレーション値を書き込みました。
両方の形式を認識することにより、S3 ソースデータを作成するためのオペレーション列の記述
方法に関係なく、AWS DMS はオペレーションを処理できます。このアプローチでは、後の移
行のソースとして S3 ターゲットデータを使用できます このアプローチでは、後の S3 ソース
のオペレーション列に表示されるキーワードの初期値の形式を変更する必要はありません。

• テーブル名 - ソーステーブルの名前。
• スキーマ名 - ソーススキーマの名前。
• データ - 変更するデータを表す 1 つまたは複数の列。

employee という名前のテーブルの CDC ファイルの例を次に示します。

INSERT,employee,hr,101,Smith,Bob,2014-06-04,New York
UPDATE,employee,hr,101,Smith,Bob,2015-10-08,Los Angeles
UPDATE,employee,hr,101,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
DELETE,employee,hr,101,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas

AWS DMS のソースとして Amazon S3 を使用する場合の前提条
件
Amazon S3 を AWS DMS のソースとして使用する場合、ソース S3 バケットはデータを移行する DMS 
レプリケーション インスタンスと同じ AWS リージョンにある必要があります。また、移行に使用する 
AWS アカウントには、ソースバケットへの読み取りアクセスも必要です。

移行タスクを作成するために使用されるユーザーアカウントに割り当てられる AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールは、次の一連のアクセス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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       { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::mybucket*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::mybucket*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon S3 バケットでバージョニングが有効になっている場合、移行タスクの作成に使用したユーザーア
カウントに割り当てられたAWS Identity and Access Management (IAM) ロールには次の権限セットが必要
です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
       { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "S3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::mybucket*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::mybucket*" 
            ] 
        } 
    ]
}

のソースとして Amazon S3 を使用する場合の制限事項AWS 
DMS
ソースとして Amazon S3 を使用する場合、以下の制限が適用されます：

• S3 のバージョニングを有効にしないでください。S3 のバージョン管理が必要な場合は、ライフサイク
ルポリシーを使用して古いバージョンを積極的に削除してください。そうしないと、S3list-object
コールのタイムアウトが原因で、エンドポイントのテスト接続が失敗する可能性があります。S3 バケッ
トのライフサイクルポリシーを作成するには、「ストレージライフサイクルの管理」を参照してくださ
い。S3 オブジェクトのバージョンを削除するには、「バージョニングが有効なバケットからのオブジェ
クトバージョンの削除」を参照してください。
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• VPC対応 (ゲートウェイ VPC) S3 バケットは、3.4.7 以降でサポートされています。

のソースとしての Amazon S3 のエンドポイントの設定AWS 
DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加接続属性の使用と同様に、Amazon S3 ソースデータベースを
設定できます。AWS DMSコンソールを使用してソースエンドポイントを作成するとき、または--s3-
settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS CLI構文のコ
マンドを使用して設定を指定します。

次の表に、ソースとして Amazon S3 で使用できるエンドポイントの設定を示します。

オプション 説明

BucketFolder (オプション) S3 バケットのフォルダ名。この属性を指定する
と、ソースデータ ファイルおよび CDC ファイルがそれぞれパス
s3://myBucket/bucketFolder/schemaName/tableName/ と
s3://myBucket/bucketFolder/ から読み取られます。この属性が指定さ
れない場合、使用されるパスは schemaName/tableName/ となります。

'{"BucketFolder": "sourceData"}'

BucketName S3 バケットの名前。

'{"BucketName": "myBucket"}'

CdcPath CDC ファイルの場所。タスクで変更データをキャプチャする場合、この属
性が必須です。それ以外の場合はオプションです。CdcPath が存在する場
合、AWS DMS はこのパスから CDC ファイルを読み取り、データ変更をター
ゲットエンドポイントにレプリケートします。詳細については、「Amazon 
S3 を AWS DMS のソースとして CDC の使用 (p. 289)」を参照してくださ
い。

'{"CdcPath": "changeData"}'

CsvDelimiter ソースファイル内の列を分離するために使用される区切り文字。デフォルト
ではカンマを使用します。以下に例を示します。

'{"CsvDelimiter": ","}'

CsvRowDelimiter ソースファイル内の行を分離するために使用される区切り文字。デフォルト
では、改行 (\n) です。

'{"CsvRowDelimiter": "\n"}'

IgnoreHeaderRows この値を 1 に設定すると、AWS DMS は .csv ファイルの最初の行ヘッダーを
無視します。値が 1 の場合は機能が有効になり、値が 0 の場合は機能が無効
になります。

デフォルトは 0 です。

'{"IgnoreHeaderRows": 1}'

Rfc4180 この値を true または y に設定するときは、先頭の二重引用符にはそれぞれ
終了の二重引用符が続く必要があります。このフォーマットは、RFC 4180 
に準拠しています。この値を false または n に設定すると、文字列リテラ
ルはターゲットにそのままコピーされます。この場合、区切り文字 (行または
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オプション 説明
列) はフィールドの末尾を表します。したがって、区切り文字は値の末尾を示
すため、これを文字列の一部とすることはできません。

デフォルトは true です。

有効な値: true、false、y、n

'{"Rfc4180": false}'

Amazon S3 のソースデータ型
AWS DMS のソースとして Amazon S3 を使用するデータ移行では、Amazon S3 から AWS DMS データ
型にデータをマッピングする必要があります。詳細については、「AWS DMS のソースとして Amazon S3 
用の外部テーブルの定義 (p. 287)」を参照してください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイ
ントのセクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

以下の AWS DMS データ型はソースとして Amazon S3 で使用されます：

• BYTE - ColumnLength が必要です。詳細については、「AWS DMS のソースとして Amazon S3 用の
外部テーブルの定義 (p. 287)」を参照してください。

• DATE
• TIME
• DATETIME — 詳細と例については、の DATETIME 型の例を参照してくださいAWS DMS のソースとし

て Amazon S3 用の外部テーブルの定義 (p. 287)。
• INT1
• INT2
• INT4
• INT8
• 数値 —ColumnPrecision およびが必要ですColumnScale。 AWS DMSでは、以下の最大値がサポー

トされます。
• ColumnPrecision: 38
• ColumnScale: 31

詳細と例については、の NUMERIC 型の例を参照してくださいAWS DMS のソースとして Amazon S3 
用の外部テーブルの定義 (p. 287)。

• REAL4
• REAL8
• STRING - ColumnLength が必要です。詳細については、「AWS DMS のソースとして Amazon S3 用

の外部テーブルの定義 (p. 287)」をご参照ください。
• UINT1
• UINT2
• UINT4
• UINT8
• BLOB
• CLOB
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• BOOLEAN

AWS DMS のソースとして IBM Db2 for Linux、Unix、
および Windows データベース (Db2 LUW) を使用する
AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、IBM Db2 for Linux、Unix、および Windows 
(Db2 LUW) データベースから、サポートされているすべてのターゲットデータを移行できます。AWS 
DMS は、次の Db2 LUW バージョンを移行ソースとしてサポートしています。

• バージョン 9.7 とすべての Fix Pack がサポートされています。
• バージョン 10.1 とすべての Fix Pack がサポートされています。
• Version 10.5 と Fix Pack 5 を除くすべての Fix Pack がサポートされています。
• バージョン 11.1 とすべての Fix Pack がサポートされています。
• バージョン 11.5、モッド (0-8) (フィックスパック 0 のみサポート)

Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、Db2 LUW エンドポイントとレプリケーションインスタンスと
の接続を暗号化できます。Db2 LUW エンドポイントで SSL を使用する方法の詳細については、「AWS 
Database Migration Service での SSL の使用 (p. 706)」をご参照ください。

AWS DMS のソースとして Db2 LUW を使用する場合の前提条件
Db2 LUW データベースをソースとして使用する前に、次の前提条件が必要です。

変更データキャプチャ (CDC) とも呼ばれる継続的なレプリケーションを有効にするには、次を実行しま
す。

• データベースを AWS DMS で変更をキャプチャするために必要となる復元可能に設定しま
す。LOGARCHMETH1データベース設定パラメータのいずれかまたは両方がに設定されている場
合、LOGARCHMETH2データベースは回復可能ですON。

データベースが回復可能な場合はAWS DMS、ARCHIVE LOG必要に応じて Db2 にアクセスできます。
• DB2 トランザクション ログが使用可能であり、AWS DMS による処理に十分な保持期間があることを確

認します。
• DB2 ではSYSADM、トランザクションログレコードを抽出するには、DBADM認証が必要です。ユーザー

アカウントに次のアクセス権限を付与します。
• SYSADM、または DBADM
• DATAACCESS

• ソースとして IBM DB2 for LUW バージョン 9.7 を使用する場合は、追加接続属性 (ECA) を設定し、以
下のように CurrentLSN に設定します：

CurrentLSN=LSN、ここに LSN は、レプリケーションをスタートするログ シーケンス番号 (LSN) を指
定します。または、CurrentLSN=scan。

Db2 LUW を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限
AWS DMS は、クラスター化データベースをサポートしていません。ただし、クラスターの各エンドポイ
ントに個別の Db2 LUW を定義することができます。たとえば、クラスター内のいずれかのノードで全負
荷移行タスクを作成し、各ノードから個別のタスクを作成できます。

AWS DMSソースの Db2 LUWBOOLEAN データベースのデータ型をサポートしていません。

継続的なレプリケーション (CDC) を使用する場合は、次の制限が適用されます。
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• 複数のパーティションを持つテーブルが切り捨てられると、AWS DMS コンソールに表示される DDL イ
ベントの数は、パーティションの数に等しくなります。これは、Db2 LUW がパーティションごとに個別
の DDL を記録するためです。

• 次の DDL アクションは、分割されたテーブルではサポート外です。
• ALTER TABLE ADD PARTITION
• ALTER TABLE DETACH PARTITION
• ALTER TABLE ATTACH PARTITION

• AWS DMS は、DB2 高可用性災害対策 (HADR) スタンバイ インスタンスからの継続的レプリケーション
移行をサポートしていません。スタンバイはアクセスできません。

• DECFLOAT データ型はサポート外です。したがって、DECFLOAT 列への変更は、継続的なレプリケー
ション中は無視されます。

• RENAME COLUMN ステートメントはサポート外です。
• 多次元クラスタリング (MDC) テーブルの更新を実行すると、それぞれの更新は AWS DMS コンソール

に INSERT + DELETE として表示されます。
• タスクの設定 [レプリケーションに LOB 列を含める] が有効でない場合、LOB 列を持つテーブルは、継

続的なレプリケーション中に中断されます。
• Db2 LUW バージョン 10.5 以降では、 out-of-row 格納されているデータを含む可変長の文字列列は無視

されます。この制限は、VARCHAR や VARGRAPHIC などのデータ型を持つ列の拡張行サイズを使用
して作成されたテーブルにのみ適用されます。この制限を回避するには、テーブルをページサイズの大
きいテーブルスペースに移動します。詳細については、「DB2 テーブルスペースのページサイズ変更方
法」をご参照ください。

• 継続的レプリケーションの場合、DMS は DB2 LOAD ユーティリティによってページレベルでロードさ
れたデータの移行をサポートしていません。代わりに、SQL 挿入を使用する IMPORT ユーティリティ
を使用します。詳細については、「インポートユーティリティとロードユーティリティの違い」をご参
照ください。

• レプリケーションタスクの実行中、DMS は CREATE TABLE DDL をキャプチャするのは、テーブルが 
DATA CAPTURE CHANGE 属性を使用して作成された場合のみです。

• DMS は DB2 データベースパーティション機能 (DPF) をサポートしていません。
• 継続的なレプリケーション (CDC) では、特定のタイムスタンプからレプリケーションを開始する場合

は、StartFromContext接続属性を必要なタイムスタンプに設定する必要があります。
• 現在、DMSは、データベース・ソリューションの拡張に使用できるDB2 LUWの拡張機能であるDb2 

PureScale機能をサポートしていません。

Db2 LUW をのソースとして使用する場合のエンドポイント設定
AWS DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加接続属性の使用と同様に、Db2 LUW ソースデータベースを設定
できます。AWS DMSコンソールを使用してソースエンドポイントを作成するとき、または--ibm-db2-
settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS CLI構文のコ
マンドを使用して設定を指定します。

次の表は、ソースとして Db2 LUW で使用できるエンドポイントの設定を示しています。

名前 説明

CurrentLSN 継続的なレプリケーション (CDC) では、CurrentLSN を
使用してレプリケーションを開始するログシーケンス番号 
(LSN) を指定します。

MaxKBytesPerRead 読み取りあたりの最大バイト数。NUMBER 値です。デフォル
トは 64 KB です。
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名前 説明

SetDataCaptureChanges 継続的なレプリケーション (CDC) を BOOLEAN 値として有
効にします。デフォルトは true です。

StartFromContext 継続的レプリケーション (CDC) の場合
は、StartFromContext を使用して、レプリケー
ションのスタート位置からログの下限を指定しま
す。StartFromContext は異なる形式の値を受け入れま
す。有効な値を次に示します。

• timestamp(UTC)。例:

'{"StartFromContext": 
 "timestamp:2021-09-21T13:00:00"}'

• NOW

IBM DB2 LUW バージョン 10.5 以降では、現在 
CurrentLSN=scan と組み合わせて、最新の LSO からタス
クを開スタートします。例:

'{"CurrentLSN": "scan", "StartFromContext": "NOW"}'

• 特定のLRI。例:

'{"StartFromContext": 
 "0100000000000022CC000000000004FB13"}'

ログファイルの LRI/LSN 範囲を特定するには、次の例に示す
ように db2flsn コマンドを実行します。

db2flsn -db SAMPLE -lrirange 2

この例の出力は次のようになります。

S0000002.LOG: has LRI range 
 00000000000000010000000000002254000000000004F9A6 
 to  
000000000000000100000000000022CC000000000004FB13

その出力では、ログファイルは S0000002.LOG であ
り、StartFromContextLRI 値は、範囲の末尾にある 34 バイト
です。

0100000000000022CC000000000004FB13
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IBM Db2 LUW のソースデータ型
Db2 LUW を AWS DMS のソースとして使用するデータ移行では、ほとんどの Db2 LUW データ型がサ
ポートされます。次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる Db2 LUW のソースデータ型
と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。Db2 LUW データ型の詳細について
は、「Db2 LUW のドキュメント」をご参照ください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイ
ントのセクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

Db2 LUW データ型 AWS DMS データ型

INTEGER INT4

SMALLINT INT2

BIGINT INT8

DECIMAL (p,s) NUMERIC (p,s)

FLOAT REAL8

DOUBLE REAL8

REAL REAL4

DECFLOAT (p) 精度が 16 の場合は REAL8 で、精度が 34 の場合
は STRING

GRAPHIC (n) WSTRING、長さが 0 より大きく 127 以下の 2 バ
イト文字の固定長グラフィック文字列用

VARGRAPHIC (n) WSTRING、長さが 0 より大きく 16,352 以下の 2 
バイト文字の可変長グラフィック文字列用

LONG VARGRAPHIC (n) CLOB、長さが 0 より大きく 16,352 以下の 2 バイ
ト文字の可変長グラフィック文字列用

CHARACTER (n) STRING、長さが 0 より大きく 255 以下の 2 バイ
ト文字の固定長文字列用

VARCHAR(n) STRING、長さが 0 より大きく 32,704 以下の 2 バ
イト文字の可変長文字列用

LONG VARCHAR (n) CLOB、長さが 0 より大きく 32,704 以下の 2 バイ
ト文字の可変長文字列用

CHAR (n) FOR BIT DATA BYTES

VARCHAR (n) FOR BIT DATA BYTES

LONG VARCHAR FOR BIT DATA BYTES

DATE DATE

TIME TIME

タイムスタンプ DATETIME
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Db2 LUW データ型 AWS DMS データ型

BLOB (n) BLOB

最大長は 2,147,483,647 バイト

CLOB (n) CLOB

最大長は 2,147,483,647 バイト

DBCLOB (n) CLOB

最大サイズは 1,073,741,824 の 2 バイト文字

XML CLOB

IBM Db2 for z/OS データベースのソースとして使用す
るAWS DMS
AWS Database Migration Service(AWS DMS) を使用して、IBM for z/OS データベースから、サポートさ
れている任意のターゲットデータベースにデータを移行できます。 AWS DMSデータ移行のソースとして 
Db2 for z/OS バージョン 12 をサポートします。

Db2 for z/OS をのソースとして使用する際の前提条件AWS DMS
でソースとして IBM Db2 for z/OS データベースを使用するにはAWS DMS、ソースエンドポイント接続設
定で指定された Db2 for z/OS ユーザーに次の権限を付与します。

GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSTABLES TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSTABLESPACE TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSTABLEPART TO Db2USER;                     
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSCOLUMNS TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDATABASE TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1 TO Db2USER               
        

また、user definedソーステーブルに SELECT ON を付与してください。

AWS DMSIBM Db2 for z/OS ソースエンドポイントは、ODBC 用 IBM データサーバードライバーを使用し
てデータにアクセスします。DMS がこのエンドポイントに接続するには、データベースサーバーに有効な 
IBM ODBC Connect ライセンスが必要です。

Db2 for z/OS をソースとして使用する場合の制限事項AWS DMS
IBM Db2 for z/OS データベースをのソースとして使用する場合は、次の制限が適用されますAWS DMS。

• 全負荷レプリケーションタスクのみがサポートされています。変更データキャプチャ (CDC) はサポート
されません。

• 並列ロードはサポートされません。
• ビューのデータ検証はサポートされません。
• 列/テーブルレベルの変換と行レベルの選択フィルターでは、テーブルマッピングではスキーマ、テーブ

ル、および列の名前を大文字で指定する必要があります。
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IBM Db2 for z/OS のソースデータ型
Db2 for z/OSをソースとして使用するデータ移行では、ほとんどのDb2 forAWS DMS z/OSデータタイプ
をサポートします。次の表に、を使用する場合にサポートされる Db2 for z/OS ソースデータ型とAWS 
DMS、AWS DMSデータ型からのデフォルトマッピングを示します。

Db2 for z/OS データ型の詳細については、IBM Db2 for z/OS のドキュメントをご参照ください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイ
ントのセクションをご参照ください。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

Db2 for z/OS データタイプ AWS DMS データ型

INTEGER INT4

SMALLINT INT2

BIGINT INT8

DECIMAL (p,s) NUMERIC (p,s)

DB2 構成で小数点がカンマ (,) に設定されている場
合は、DB2 設定をサポートするようにReplicate を
構成します。

FLOAT REAL8

DOUBLE REAL8

REAL REAL4

DECFLOAT (p) 精度が 16 の場合は REAL8 で、精度が 34 の場合
は STRING

GRAPHIC (n) n>=127 の場合、WSTRING (長さが 0 より大き
く、127 以下の長さの 2 バイト文字からなる固定
長のグラフィック文字列の場合)

VARGRAPHIC (n) WSTRING、長さが 0 より大きく 16,352 以下の 2 
バイト文字の可変長グラフィック文字列用

LONG VARGRAPHIC (n) CLOB、長さが 0 より大きく 16,352 以下の 2 バイ
ト文字の可変長グラフィック文字列用

CHARACTER (n) STRING、長さが 0 より大きく 255 以下の 2 バイ
ト文字の固定長文字列用

VARCHAR(n) STRING、長さが 0 より大きく 32,704 以下の 2 バ
イト文字の可変長文字列用

LONG VARCHAR (n) CLOB、長さが 0 より大きく 32,704 以下の 2 バイ
ト文字の可変長文字列用

CHAR (n) FOR BIT DATA BYTES

VARCHAR (n) FOR BIT DATA BYTES

LONG VARCHAR FOR BIT DATA BYTES
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Db2 for z/OS データタイプ AWS DMS データ型

DATE DATE

TIME TIME

タイムスタンプ DATETIME

BLOB (n) BLOB

最大長は 2,147,483,647 バイト

CLOB (n) CLOB

最大長は 2,147,483,647 バイト

DBCLOB (n) CLOB

最大サイズは 1,073,741,824 の 2 バイト文字

XML CLOB

BINARY BYTES

VARBINARY BYTES

ROWID バイト。ROWID での作業の詳細については、以下
を参照してください。

タイムスタンプ時間帯あり サポート外。

タスクのターゲットテーブル準備モードが DROP_AND_CREATE (デフォルト) に設定されている場
合、ROWID 列はデフォルトで移行されます。これらの列は特定のデータベースとテーブルの外では意味
がないため、データ検証ではこれらの列は無視されます。これらの列の移行を無効にするには、次の準備
手順のいずれかで実行できます。

• これらの列を含まないターゲットテーブルを事前に作成してください。次に、タスクのターゲットテー
ブル準備モードを DO_NOTHING または TRUNCATE_BEFORE_LOAD に設定します。AWS Schema 
Conversion Tool(AWS SCT) を使用して、列なしでターゲットテーブルを事前に作成できます。

• これらの列を除外して無視するテーブルマッピングルールをタスクに追加します。詳細については、「
変換ルールおよび変換アクション (p. 543)」を参照してください。

AWSメインフレームモダナイゼーションサービスのための
PostgreSQLのEBCDIC照合
AWSメインフレーム・モダナイゼーション・プログラムは、AWSメインフレーム・アプリケーションをマ
ネージド・ランタイム環境にモダナイズするのに役立ちます。移行および近代化プロジェクトの計画と実
施に役立つツールとリソースを提供します。メインフレームのモダナイゼーションとマイグレーションの
詳細については、「によるメインフレームのモダナイゼーション」を参照してくださいAWS。

IBM Db2 for z/OS データセットの中には、拡張バイナリ符号化十進数交換 (EBCDIC) 文字セットでエン
コードされているものがあります。これは ASCII (情報交換のための米国標準コード) が一般的に使用され
るようになる前に開発された文字セットです。コードページは、テキストの各文字を文字セット内の文字
にマップします。従来のコードページには、コードポイントと文字 ID の間のマッピング情報が含まれてい
ます。文字 ID は 8 バイトの文字データ文字列です。コードポイントは、文字を表す 8 ビットの 2 進数で
す。コードポイントは通常、バイナリ値の 16 進数表現として表示されます。
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現在、Micro BluAge Focusまたはメインフレーム・モダナイゼーション・サービスのコンポーネ
ントを使用している場合は、AWS DMS特定のコードポイントをシフト (翻訳) するように指示す
る必要があります。AWS DMSタスク設定を使用してシフトを実行できます。次の例は、AWS 
DMSCharacterSetSettingsオペレーションを使用して DMS タスク設定のシフトをマッピングする方
法を示しています。

"CharacterSetSettings": { 
        "CharacterSetSupport": null, 
        "CharacterReplacements": [
{"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0178"} 
            } 
        ] 
    }           
         

PostgreSQLには、必要なシフトを理解しているEBCDIC照合がすでに存在しています。いくつかの異なる
コードページがサポートされています。以下のセクションでは、サポートされているすべてのコードペー
ジで移行する必要がある内容の JSON サンプルを示します。DMS copy-and-past タスクに必要な JSON だ
けを指定できます。

マイクロフォーカス固有のEBCDIC照合
Micro Focusでは、次の照合順序に必要な文字の一部を移動してください。

 da-DK-cp1142m-x-icu 
 de-DE-cp1141m-x-icu 
 en-GB-cp1146m-x-icu 
 en-US-cp1140m-x-icu 
 es-ES-cp1145m-x-icu 
 fi-FI-cp1143m-x-icu 
 fr-FR-cp1147m-x-icu 
 it-IT-cp1144m-x-icu 
 nl-BE-cp1148m-x-icu                    
                 

Example 照合ごとのマイクロフォーカスのデータシフト:

en_us_cp1140m

コードシフト:

0000    0180
00A6    0160
00B8    0161
00BC    017D
00BD    017E
00BE    0152
00A8    0153
00B4    0178

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
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,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0178"}

en_us_cp1141m

コードシフト:

0000    0180
00B8    0160
00BC    0161
00BD    017D
00BE    017E
00A8    0152
00B4    0153
00A6    0178 
              

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0178"}                    
                 

en_us_cp1142m

コードシフト:

0000    0180
00A6    0160
00B8    0161
00BC    017D
00BD    017E
00BE    0152
00A8    0153
00B4    0178                    
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0178"}                 
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en_us_cp1143m

コードシフト:

0000    0180
00B8    0160
00BC    0161
00BD    017D
00BE    017E
00A8    0152
00B4    0153
00A6    0178                   
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0178"}                
                 

en_us_cp1144m

コードシフト:

0000    0180
00B8    0160
00BC    0161
00BD    017D
00BE    017E
00A8    0152
00B4    0153
00A6    0178                   
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0178"}                    
                 

en_us_cp1145m

コードシフト:

0000    0180
00A6    0160
00B8    0161
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00A8    017D
00BC    017E
00BD    0152
00BE    0153
00B4    0178                   
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0178"}             
                 

en_us_cp1146m

コードシフト:

0000    0180
00A6    0160
00B8    0161
00BC    017D
00BD    017E
00BE    0152
00A8    0153
00B4    0178                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0178"}                    
                 

en_us_cp1147m

コードシフト:

0000    0180
00B8    0160
00A8    0161
00BC    017D
00BD    017E
00BE    0152
00B4    0153
00A6    0178                
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:
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 {"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0178"}         
                 

en_us_cp1148m

コードシフト:

0000    0180
00A6    0160
00B8    0161
00BC    017D
00BD    017E
00BE    0152
00A8    0153
00B4    0178                   
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0178"}                
                 

BluAge 特定の EBCDIC 照合順序

については BluAge、必要に応じて以下の低い値と高い値をすべてシフトしてください。これらの照合は、 
BluAge メインフレーム移行サービスをサポートする場合にのみ使用してください。

da-DK-cp1142b-x-icu 
 da-DK-cp277b-x-icu 
 de-DE-cp1141b-x-icu 
 de-DE-cp273b-x-icu 
 en-GB-cp1146b-x-icu 
 en-GB-cp285b-x-icu 
 en-US-cp037b-x-icu 
 en-US-cp1140b-x-icu 
 es-ES-cp1145b-x-icu 
 es-ES-cp284b-x-icu 
 fi-FI-cp1143b-x-icu 
 fi-FI-cp278b-x-icu  
 fr-FR-cp1147b-x-icu 
 fr-FR-cp297b-x-icu 
 it-IT-cp1144b-x-icu 
 it-IT-cp280b-x-icu 
 nl-BE-cp1148b-x-icu 
 nl-BE-cp500b-x-icu                
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Example BluAge データシフト:

DA-DK-CP277B と DA-DK-CP1142B

コードシフト:

0180    0180
0001    0181
0002    0182
0003    0183
009C    0184
0009    0185
0086    0186
007F    0187
0097    0188
008D    0189
008E    018A
000B    018B
000C    018C
000D    018D
000E    018E
000F    018F
0010    0190
0011    0191
0012    0192
0013    0193
009D    0194
0085    0195
0008    0196
0087    0197
0018    0198
0019    0199
0092    019A
008F    019B
001C    019C
001D    019D
001E    019E
001F    019F
0080    01A0
0081    01A1
0082    01A2
0083    01A3
0084    01A4
000A    01A5
0017    01A6
001B    01A7
0088    01A8
0089    01A9
008A    01AA
008B    01AB
008C    01AC
0005    01AD
0006    01AE
0007    01AF
0090    01B0
0091    01B1
0016    01B2
0093    01B3
0094    01B4
0095    01B5
0096    01B6
0004    01B7
0098    01B8
0099    01B9
009A    01BA
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009B    01BB
0014    01BC
0015    01BD
009E    01BE
001A    01BF
009F    027F                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0180","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0001","TargetCharacterCodePoint": "0181"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0002","TargetCharacterCodePoint": "0182"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0003","TargetCharacterCodePoint": "0183"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009C","TargetCharacterCodePoint": "0184"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0009","TargetCharacterCodePoint": "0185"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0086","TargetCharacterCodePoint": "0186"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "007F","TargetCharacterCodePoint": "0187"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0097","TargetCharacterCodePoint": "0188"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008D","TargetCharacterCodePoint": "0189"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008E","TargetCharacterCodePoint": "018A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000B","TargetCharacterCodePoint": "018B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000C","TargetCharacterCodePoint": "018C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000D","TargetCharacterCodePoint": "018D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000E","TargetCharacterCodePoint": "018E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000F","TargetCharacterCodePoint": "018F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0010","TargetCharacterCodePoint": "0190"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0011","TargetCharacterCodePoint": "0191"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0012","TargetCharacterCodePoint": "0192"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0013","TargetCharacterCodePoint": "0193"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009D","TargetCharacterCodePoint": "0194"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0085","TargetCharacterCodePoint": "0195"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0008","TargetCharacterCodePoint": "0196"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0087","TargetCharacterCodePoint": "0197"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0018","TargetCharacterCodePoint": "0198"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0019","TargetCharacterCodePoint": "0199"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0092","TargetCharacterCodePoint": "019A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008F","TargetCharacterCodePoint": "019B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001C","TargetCharacterCodePoint": "019C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001D","TargetCharacterCodePoint": "019D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001E","TargetCharacterCodePoint": "019E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001F","TargetCharacterCodePoint": "019F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0080","TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0081","TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082","TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0083","TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084","TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A","TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017","TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B","TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088","TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089","TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A","TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B","TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C","TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005","TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006","TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007","TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090","TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091","TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016","TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093","TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094","TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095","TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096","TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
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,{"SourceCharacterCodePoint": "0004","TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098","TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099","TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A","TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B","TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}                   
   
                 

DE-DE-273B と DE-DE-1141B

コードシフト:

0180    0180
0001    0181
0002    0182
0003    0183
009C    0184
0009    0185
0086    0186
007F    0187
0097    0188
008D    0189
008E    018A
000B    018B
000C    018C
000D    018D
000E    018E
000F    018F
0010    0190
0011    0191
0012    0192
0013    0193
009D    0194
0085    0195
0008    0196
0087    0197
0018    0198
0019    0199
0092    019A
008F    019B
001C    019C
001D    019D
001E    019E
001F    019F
0080    01A0
0081    01A1
0082    01A2
0083    01A3
0084    01A4
000A    01A5
0017    01A6
001B    01A7
0088    01A8
0089    01A9
008A    01AA
008B    01AB
008C    01AC
0005    01AD
0006    01AE
0007    01AF
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0090    01B0
0091    01B1
0016    01B2
0093    01B3
0094    01B4
0095    01B5
0096    01B6
0004    01B7
0098    01B8
0099    01B9
009A    01BA
009B    01BB
0014    01BC
0015    01BD
009E    01BE
001A    01BF
009F    027F                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0180","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0001","TargetCharacterCodePoint": "0181"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0002","TargetCharacterCodePoint": "0182"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0003","TargetCharacterCodePoint": "0183"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009C","TargetCharacterCodePoint": "0184"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0009","TargetCharacterCodePoint": "0185"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0086","TargetCharacterCodePoint": "0186"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "007F","TargetCharacterCodePoint": "0187"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0097","TargetCharacterCodePoint": "0188"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008D","TargetCharacterCodePoint": "0189"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008E","TargetCharacterCodePoint": "018A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000B","TargetCharacterCodePoint": "018B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000C","TargetCharacterCodePoint": "018C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000D","TargetCharacterCodePoint": "018D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000E","TargetCharacterCodePoint": "018E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000F","TargetCharacterCodePoint": "018F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0010","TargetCharacterCodePoint": "0190"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0011","TargetCharacterCodePoint": "0191"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0012","TargetCharacterCodePoint": "0192"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0013","TargetCharacterCodePoint": "0193"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009D","TargetCharacterCodePoint": "0194"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0085","TargetCharacterCodePoint": "0195"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0008","TargetCharacterCodePoint": "0196"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0087","TargetCharacterCodePoint": "0197"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0018","TargetCharacterCodePoint": "0198"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0019","TargetCharacterCodePoint": "0199"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0092","TargetCharacterCodePoint": "019A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008F","TargetCharacterCodePoint": "019B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001C","TargetCharacterCodePoint": "019C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001D","TargetCharacterCodePoint": "019D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001E","TargetCharacterCodePoint": "019E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001F","TargetCharacterCodePoint": "019F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0080","TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0081","TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082","TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0083","TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084","TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A","TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017","TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B","TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088","TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089","TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A","TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B","TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
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,{"SourceCharacterCodePoint": "008C","TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005","TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006","TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007","TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090","TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091","TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016","TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093","TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094","TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095","TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096","TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004","TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098","TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099","TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A","TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B","TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}                   
   
                 

EN-GB-285B と EN-GB-1146B

コードシフト:

0180    0180
0001    0181
0002    0182
0003    0183
009C    0184
0009    0185
0086    0186
007F    0187
0097    0188
008D    0189
008E    018A
000B    018B
000C    018C
000D    018D
000E    018E
000F    018F
0010    0190
0011    0191
0012    0192
0013    0193
009D    0194
0085    0195
0008    0196
0087    0197
0018    0198
0019    0199
0092    019A
008F    019B
001C    019C
001D    019D
001E    019E
001F    019F
0080    01A0
0081    01A1
0082    01A2
0083    01A3
0084    01A4
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000A    01A5
0017    01A6
001B    01A7
0088    01A8
0089    01A9
008A    01AA
008B    01AB
008C    01AC
0005    01AD
0006    01AE
0007    01AF
0090    01B0
0091    01B1
0016    01B2
0093    01B3
0094    01B4
0095    01B5
0096    01B6
0004    01B7
0098    01B8
0099    01B9
009A    01BA
009B    01BB
0014    01BC
0015    01BD
009E    01BE
001A    01BF
009F    027F                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

{"SourceCharacterCodePoint": "0180","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0001","TargetCharacterCodePoint": "0181"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0002","TargetCharacterCodePoint": "0182"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0003","TargetCharacterCodePoint": "0183"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009C","TargetCharacterCodePoint": "0184"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0009","TargetCharacterCodePoint": "0185"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0086","TargetCharacterCodePoint": "0186"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "007F","TargetCharacterCodePoint": "0187"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0097","TargetCharacterCodePoint": "0188"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008D","TargetCharacterCodePoint": "0189"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008E","TargetCharacterCodePoint": "018A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000B","TargetCharacterCodePoint": "018B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000C","TargetCharacterCodePoint": "018C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000D","TargetCharacterCodePoint": "018D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000E","TargetCharacterCodePoint": "018E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000F","TargetCharacterCodePoint": "018F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0010","TargetCharacterCodePoint": "0190"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0011","TargetCharacterCodePoint": "0191"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0012","TargetCharacterCodePoint": "0192"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0013","TargetCharacterCodePoint": "0193"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009D","TargetCharacterCodePoint": "0194"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0085","TargetCharacterCodePoint": "0195"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0008","TargetCharacterCodePoint": "0196"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0087","TargetCharacterCodePoint": "0197"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0018","TargetCharacterCodePoint": "0198"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0019","TargetCharacterCodePoint": "0199"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0092","TargetCharacterCodePoint": "019A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008F","TargetCharacterCodePoint": "019B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001C","TargetCharacterCodePoint": "019C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001D","TargetCharacterCodePoint": "019D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001E","TargetCharacterCodePoint": "019E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001F","TargetCharacterCodePoint": "019F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0080","TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
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,{"SourceCharacterCodePoint": "0081","TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082","TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0083","TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084","TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A","TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017","TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B","TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088","TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089","TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A","TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B","TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C","TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005","TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006","TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007","TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090","TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091","TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016","TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093","TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094","TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095","TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096","TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004","TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098","TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099","TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A","TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B","TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}                   
   
                 

en-us-037b およびen-us-1140b

コードシフト:

0180    0180
0001    0181
0002    0182
0003    0183
009C    0184
0009    0185
0086    0186
007F    0187
0097    0188
008D    0189
008E    018A
000B    018B
000C    018C
000D    018D
000E    018E
000F    018F
0010    0190
0011    0191
0012    0192
0013    0193
009D    0194
0085    0195
0008    0196
0087    0197
0018    0198
0019    0199
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0092    019A
008F    019B
001C    019C
001D    019D
001E    019E
001F    019F
0080    01A0
0081    01A1
0082    01A2
0083    01A3
0084    01A4
000A    01A5
0017    01A6
001B    01A7
0088    01A8
0089    01A9
008A    01AA
008B    01AB
008C    01AC
0005    01AD
0006    01AE
0007    01AF
0090    01B0
0091    01B1
0016    01B2
0093    01B3
0094    01B4
0095    01B5
0096    01B6
0004    01B7
0098    01B8
0099    01B9
009A    01BA
009B    01BB
0014    01BC
0015    01BD
009E    01BE
001A    01BF
009F    027F                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

{"SourceCharacterCodePoint": "0180","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0001","TargetCharacterCodePoint": "0181"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0002","TargetCharacterCodePoint": "0182"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0003","TargetCharacterCodePoint": "0183"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009C","TargetCharacterCodePoint": "0184"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0009","TargetCharacterCodePoint": "0185"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0086","TargetCharacterCodePoint": "0186"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "007F","TargetCharacterCodePoint": "0187"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0097","TargetCharacterCodePoint": "0188"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008D","TargetCharacterCodePoint": "0189"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008E","TargetCharacterCodePoint": "018A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000B","TargetCharacterCodePoint": "018B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000C","TargetCharacterCodePoint": "018C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000D","TargetCharacterCodePoint": "018D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000E","TargetCharacterCodePoint": "018E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000F","TargetCharacterCodePoint": "018F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0010","TargetCharacterCodePoint": "0190"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0011","TargetCharacterCodePoint": "0191"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0012","TargetCharacterCodePoint": "0192"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0013","TargetCharacterCodePoint": "0193"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009D","TargetCharacterCodePoint": "0194"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0085","TargetCharacterCodePoint": "0195"}
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,{"SourceCharacterCodePoint": "0008","TargetCharacterCodePoint": "0196"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0087","TargetCharacterCodePoint": "0197"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0018","TargetCharacterCodePoint": "0198"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0019","TargetCharacterCodePoint": "0199"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0092","TargetCharacterCodePoint": "019A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008F","TargetCharacterCodePoint": "019B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001C","TargetCharacterCodePoint": "019C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001D","TargetCharacterCodePoint": "019D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001E","TargetCharacterCodePoint": "019E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001F","TargetCharacterCodePoint": "019F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0080","TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0081","TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082","TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0083","TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084","TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A","TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017","TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B","TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088","TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089","TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A","TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B","TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C","TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005","TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006","TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007","TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090","TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091","TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016","TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093","TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094","TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095","TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096","TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004","TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098","TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099","TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A","TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B","TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}                  
                 

ES-ES-284b と ES-ES-1145b

コードシフト:

0180    0180
0001    0181
0002    0182
0003    0183
009C    0184
0009    0185
0086    0186
007F    0187
0097    0188
008D    0189
008E    018A
000B    018B
000C    018C
000D    018D
000E    018E
000F    018F
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0010    0190
0011    0191
0012    0192
0013    0193
009D    0194
0085    0195
0008    0196
0087    0197
0018    0198
0019    0199
0092    019A
008F    019B
001C    019C
001D    019D
001E    019E
001F    019F
0080    01A0
0081    01A1
0082    01A2
0083    01A3
0084    01A4
000A    01A5
0017    01A6
001B    01A7
0088    01A8
0089    01A9
008A    01AA
008B    01AB
008C    01AC
0005    01AD
0006    01AE
0007    01AF
0090    01B0
0091    01B1
0016    01B2
0093    01B3
0094    01B4
0095    01B5
0096    01B6
0004    01B7
0098    01B8
0099    01B9
009A    01BA
009B    01BB
0014    01BC
0015    01BD
009E    01BE
001A    01BF
009F    027F                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0180","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0001","TargetCharacterCodePoint": "0181"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0002","TargetCharacterCodePoint": "0182"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0003","TargetCharacterCodePoint": "0183"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009C","TargetCharacterCodePoint": "0184"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0009","TargetCharacterCodePoint": "0185"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0086","TargetCharacterCodePoint": "0186"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "007F","TargetCharacterCodePoint": "0187"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0097","TargetCharacterCodePoint": "0188"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008D","TargetCharacterCodePoint": "0189"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008E","TargetCharacterCodePoint": "018A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000B","TargetCharacterCodePoint": "018B"}
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,{"SourceCharacterCodePoint": "000C","TargetCharacterCodePoint": "018C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000D","TargetCharacterCodePoint": "018D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000E","TargetCharacterCodePoint": "018E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000F","TargetCharacterCodePoint": "018F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0010","TargetCharacterCodePoint": "0190"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0011","TargetCharacterCodePoint": "0191"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0012","TargetCharacterCodePoint": "0192"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0013","TargetCharacterCodePoint": "0193"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009D","TargetCharacterCodePoint": "0194"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0085","TargetCharacterCodePoint": "0195"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0008","TargetCharacterCodePoint": "0196"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0087","TargetCharacterCodePoint": "0197"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0018","TargetCharacterCodePoint": "0198"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0019","TargetCharacterCodePoint": "0199"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0092","TargetCharacterCodePoint": "019A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008F","TargetCharacterCodePoint": "019B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001C","TargetCharacterCodePoint": "019C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001D","TargetCharacterCodePoint": "019D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001E","TargetCharacterCodePoint": "019E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001F","TargetCharacterCodePoint": "019F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0080","TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0081","TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082","TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0083","TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084","TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A","TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017","TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B","TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088","TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089","TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A","TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B","TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C","TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005","TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006","TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007","TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090","TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091","TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016","TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093","TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094","TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095","TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096","TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004","TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098","TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099","TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A","TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B","TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}                   
   
                 

fi_fi-278B と fi-fi-1143B

コードシフト:

0180    0180
0001    0181
0002    0182
0003    0183
009C    0184
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0009    0185
0086    0186
007F    0187
0097    0188
008D    0189
008E    018A
000B    018B
000C    018C
000D    018D
000E    018E
000F    018F
0010    0190
0011    0191
0012    0192
0013    0193
009D    0194
0085    0195
0008    0196
0087    0197
0018    0198
0019    0199
0092    019A
008F    019B
001C    019C
001D    019D
001E    019E
001F    019F
0080    01A0
0081    01A1
0082    01A2
0083    01A3
0084    01A4
000A    01A5
0017    01A6
001B    01A7
0088    01A8
0089    01A9
008A    01AA
008B    01AB
008C    01AC
0005    01AD
0006    01AE
0007    01AF
0090    01B0
0091    01B1
0016    01B2
0093    01B3
0094    01B4
0095    01B5
0096    01B6
0004    01B7
0098    01B8
0099    01B9
009A    01BA
009B    01BB
0014    01BC
0015    01BD
009E    01BE
001A    01BF
009F    027F                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0180","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
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,{"SourceCharacterCodePoint": "0001","TargetCharacterCodePoint": "0181"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0002","TargetCharacterCodePoint": "0182"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0003","TargetCharacterCodePoint": "0183"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009C","TargetCharacterCodePoint": "0184"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0009","TargetCharacterCodePoint": "0185"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0086","TargetCharacterCodePoint": "0186"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "007F","TargetCharacterCodePoint": "0187"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0097","TargetCharacterCodePoint": "0188"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008D","TargetCharacterCodePoint": "0189"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008E","TargetCharacterCodePoint": "018A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000B","TargetCharacterCodePoint": "018B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000C","TargetCharacterCodePoint": "018C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000D","TargetCharacterCodePoint": "018D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000E","TargetCharacterCodePoint": "018E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000F","TargetCharacterCodePoint": "018F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0010","TargetCharacterCodePoint": "0190"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0011","TargetCharacterCodePoint": "0191"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0012","TargetCharacterCodePoint": "0192"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0013","TargetCharacterCodePoint": "0193"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009D","TargetCharacterCodePoint": "0194"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0085","TargetCharacterCodePoint": "0195"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0008","TargetCharacterCodePoint": "0196"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0087","TargetCharacterCodePoint": "0197"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0018","TargetCharacterCodePoint": "0198"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0019","TargetCharacterCodePoint": "0199"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0092","TargetCharacterCodePoint": "019A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008F","TargetCharacterCodePoint": "019B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001C","TargetCharacterCodePoint": "019C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001D","TargetCharacterCodePoint": "019D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001E","TargetCharacterCodePoint": "019E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001F","TargetCharacterCodePoint": "019F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0080","TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0081","TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082","TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0083","TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084","TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A","TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017","TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B","TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088","TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089","TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A","TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B","TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C","TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005","TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006","TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007","TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090","TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091","TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016","TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093","TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094","TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095","TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096","TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004","TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098","TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099","TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A","TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B","TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"} 
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fr-fr-297b と fr-FR-1147b

コードシフト:

0180    0180
0001    0181
0002    0182
0003    0183
009C    0184
0009    0185
0086    0186
007F    0187
0097    0188
008D    0189
008E    018A
000B    018B
000C    018C
000D    018D
000E    018E
000F    018F
0010    0190
0011    0191
0012    0192
0013    0193
009D    0194
0085    0195
0008    0196
0087    0197
0018    0198
0019    0199
0092    019A
008F    019B
001C    019C
001D    019D
001E    019E
001F    019F
0080    01A0
0081    01A1
0082    01A2
0083    01A3
0084    01A4
000A    01A5
0017    01A6
001B    01A7
0088    01A8
0089    01A9
008A    01AA
008B    01AB
008C    01AC
0005    01AD
0006    01AE
0007    01AF
0090    01B0
0091    01B1
0016    01B2
0093    01B3
0094    01B4
0095    01B5
0096    01B6
0004    01B7
0098    01B8
0099    01B9
009A    01BA
009B    01BB
0014    01BC

319



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ソースとして IBM Db2 for z/OS を使用する

0015    01BD
009E    01BE
001A    01BF
009F    027F                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

{"SourceCharacterCodePoint": "0180","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0001","TargetCharacterCodePoint": "0181"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0002","TargetCharacterCodePoint": "0182"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0003","TargetCharacterCodePoint": "0183"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009C","TargetCharacterCodePoint": "0184"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0009","TargetCharacterCodePoint": "0185"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0086","TargetCharacterCodePoint": "0186"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "007F","TargetCharacterCodePoint": "0187"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0097","TargetCharacterCodePoint": "0188"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008D","TargetCharacterCodePoint": "0189"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008E","TargetCharacterCodePoint": "018A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000B","TargetCharacterCodePoint": "018B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000C","TargetCharacterCodePoint": "018C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000D","TargetCharacterCodePoint": "018D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000E","TargetCharacterCodePoint": "018E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000F","TargetCharacterCodePoint": "018F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0010","TargetCharacterCodePoint": "0190"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0011","TargetCharacterCodePoint": "0191"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0012","TargetCharacterCodePoint": "0192"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0013","TargetCharacterCodePoint": "0193"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009D","TargetCharacterCodePoint": "0194"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0085","TargetCharacterCodePoint": "0195"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0008","TargetCharacterCodePoint": "0196"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0087","TargetCharacterCodePoint": "0197"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0018","TargetCharacterCodePoint": "0198"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0019","TargetCharacterCodePoint": "0199"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0092","TargetCharacterCodePoint": "019A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008F","TargetCharacterCodePoint": "019B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001C","TargetCharacterCodePoint": "019C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001D","TargetCharacterCodePoint": "019D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001E","TargetCharacterCodePoint": "019E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001F","TargetCharacterCodePoint": "019F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0080","TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0081","TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082","TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0083","TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084","TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A","TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017","TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B","TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088","TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089","TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A","TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B","TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C","TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005","TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006","TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007","TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090","TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091","TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016","TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093","TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094","TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095","TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096","TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004","TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098","TargetCharacterCodePoint": "01B8"}

320



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ソースとして IBM Db2 for z/OS を使用する

,{"SourceCharacterCodePoint": "0099","TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A","TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B","TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}                   
   
                 

IT-IT-280B と IT-IT-1144B

コードシフト:

0180    0180
0001    0181
0002    0182
0003    0183
009C    0184
0009    0185
0086    0186
007F    0187
0097    0188
008D    0189
008E    018A
000B    018B
000C    018C
000D    018D
000E    018E
000F    018F
0010    0190
0011    0191
0012    0192
0013    0193
009D    0194
0085    0195
0008    0196
0087    0197
0018    0198
0019    0199
0092    019A
008F    019B
001C    019C
001D    019D
001E    019E
001F    019F
0080    01A0
0081    01A1
0082    01A2
0083    01A3
0084    01A4
000A    01A5
0017    01A6
001B    01A7
0088    01A8
0089    01A9
008A    01AA
008B    01AB
008C    01AC
0005    01AD
0006    01AE
0007    01AF
0090    01B0
0091    01B1
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0016    01B2
0093    01B3
0094    01B4
0095    01B5
0096    01B6
0004    01B7
0098    01B8
0099    01B9
009A    01BA
009B    01BB
0014    01BC
0015    01BD
009E    01BE
001A    01BF
009F    027F                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0180","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0001","TargetCharacterCodePoint": "0181"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0002","TargetCharacterCodePoint": "0182"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0003","TargetCharacterCodePoint": "0183"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009C","TargetCharacterCodePoint": "0184"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0009","TargetCharacterCodePoint": "0185"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0086","TargetCharacterCodePoint": "0186"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "007F","TargetCharacterCodePoint": "0187"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0097","TargetCharacterCodePoint": "0188"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008D","TargetCharacterCodePoint": "0189"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008E","TargetCharacterCodePoint": "018A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000B","TargetCharacterCodePoint": "018B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000C","TargetCharacterCodePoint": "018C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000D","TargetCharacterCodePoint": "018D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000E","TargetCharacterCodePoint": "018E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000F","TargetCharacterCodePoint": "018F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0010","TargetCharacterCodePoint": "0190"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0011","TargetCharacterCodePoint": "0191"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0012","TargetCharacterCodePoint": "0192"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0013","TargetCharacterCodePoint": "0193"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009D","TargetCharacterCodePoint": "0194"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0085","TargetCharacterCodePoint": "0195"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0008","TargetCharacterCodePoint": "0196"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0087","TargetCharacterCodePoint": "0197"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0018","TargetCharacterCodePoint": "0198"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0019","TargetCharacterCodePoint": "0199"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0092","TargetCharacterCodePoint": "019A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008F","TargetCharacterCodePoint": "019B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001C","TargetCharacterCodePoint": "019C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001D","TargetCharacterCodePoint": "019D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001E","TargetCharacterCodePoint": "019E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001F","TargetCharacterCodePoint": "019F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0080","TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0081","TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082","TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0083","TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084","TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A","TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017","TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B","TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088","TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089","TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A","TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B","TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C","TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005","TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
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,{"SourceCharacterCodePoint": "0006","TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007","TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090","TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091","TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016","TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093","TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094","TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095","TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096","TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004","TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098","TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099","TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A","TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B","TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}                   
   
                 

NL-BE-500b と NL-BE-1148b

コードシフト:

0180    0180
0001    0181
0002    0182
0003    0183
009C    0184
0009    0185
0086    0186
007F    0187
0097    0188
008D    0189
008E    018A
000B    018B
000C    018C
000D    018D
000E    018E
000F    018F
0010    0190
0011    0191
0012    0192
0013    0193
009D    0194
0085    0195
0008    0196
0087    0197
0018    0198
0019    0199
0092    019A
008F    019B
001C    019C
001D    019D
001E    019E
001F    019F
0080    01A0
0081    01A1
0082    01A2
0083    01A3
0084    01A4
000A    01A5
0017    01A6
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001B    01A7
0088    01A8
0089    01A9
008A    01AA
008B    01AB
008C    01AC
0005    01AD
0006    01AE
0007    01AF
0090    01B0
0091    01B1
0016    01B2
0093    01B3
0094    01B4
0095    01B5
0096    01B6
0004    01B7
0098    01B8
0099    01B9
009A    01BA
009B    01BB
0014    01BC
0015    01BD
009E    01BE
001A    01BF
009F    027F                     
                 

AWS DMSタスクに対応する入力マッピング:

 {"SourceCharacterCodePoint": "0180","TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0001","TargetCharacterCodePoint": "0181"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0002","TargetCharacterCodePoint": "0182"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0003","TargetCharacterCodePoint": "0183"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009C","TargetCharacterCodePoint": "0184"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0009","TargetCharacterCodePoint": "0185"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0086","TargetCharacterCodePoint": "0186"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "007F","TargetCharacterCodePoint": "0187"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0097","TargetCharacterCodePoint": "0188"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008D","TargetCharacterCodePoint": "0189"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008E","TargetCharacterCodePoint": "018A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000B","TargetCharacterCodePoint": "018B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000C","TargetCharacterCodePoint": "018C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000D","TargetCharacterCodePoint": "018D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000E","TargetCharacterCodePoint": "018E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000F","TargetCharacterCodePoint": "018F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0010","TargetCharacterCodePoint": "0190"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0011","TargetCharacterCodePoint": "0191"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0012","TargetCharacterCodePoint": "0192"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0013","TargetCharacterCodePoint": "0193"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009D","TargetCharacterCodePoint": "0194"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0085","TargetCharacterCodePoint": "0195"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0008","TargetCharacterCodePoint": "0196"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0087","TargetCharacterCodePoint": "0197"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0018","TargetCharacterCodePoint": "0198"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0019","TargetCharacterCodePoint": "0199"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0092","TargetCharacterCodePoint": "019A"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008F","TargetCharacterCodePoint": "019B"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001C","TargetCharacterCodePoint": "019C"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001D","TargetCharacterCodePoint": "019D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001E","TargetCharacterCodePoint": "019E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001F","TargetCharacterCodePoint": "019F"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0080","TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0081","TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082","TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
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,{"SourceCharacterCodePoint": "0083","TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084","TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A","TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017","TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B","TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088","TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089","TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A","TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B","TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C","TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005","TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006","TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007","TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090","TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091","TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016","TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093","TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094","TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095","TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096","TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004","TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098","TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099","TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A","TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B","TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}                   
   
                 

データ移行のターゲット
AWS Database Migration Service (AWS DMS) では、最もよく利用されているデータベースの多くをデー
タレプリケーションのターゲットとして使用できます。ターゲットは Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンス、ま
たはオンプレミス データベースが可能です。

有効なターゲットの包括的なリストについては、「AWS DMSのターゲット (p. 10)」をご参照ください。

Note

AWS DMS は、以下のターゲット エンドポイントタイプの AWS リージョン間の移行をサポート
していません。

• Amazon DynamoDB
• OpenSearch アマゾンサービス
• Amazon Kinesis Data Streams

トピック
• AWS Database Migration Service のターゲットとしての Oracle データベースの使用 (p. 326)
• Microsoft SQL Server データベースの AWS Database Migration Service のターゲットとしての使

用 (p. 333)
• PostgreSQL データベースの AWS Database Migration Service のターゲットとしての使用 (p. 337)
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• MySQL 互換データベースの AWS Database Migration Service のターゲットとしての使用 (p. 344)
• AWS Database Migration Service のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの使

用 (p. 350)
• SAP ASE データベースの AWS Database Migration Service のターゲットとしての使用 (p. 365)
• AWS Database Migration Service のターゲットに Amazon S3 を使用する (p. 367)
• AWS Database Migration Service のターゲットとしての Amazon DynamoDB データベースの使

用 (p. 398)
• AWS Database Migration Service のターゲットとして Amazon Kinesis Data Streams の使用 (p. 413)
• Apache Kafka を AWS Database Migration Service のターゲットとして使用する (p. 425)
• Amazon OpenSearch サービスクラスターをターゲットとして使用するAWS Database Migration 

Service (p. 443)
• AWS Database Migration Service のターゲットとして Amazon DocumentDB の使用 (p. 447)
• AWS Database Migration Service のターゲットとしての Amazon Neptune の使用 (p. 455)
• AWS Database Migration Serviceのターゲットとしての Redis の使用 (p. 466)
• バベルフィッシュをターゲットとして使うAWS Database Migration Service (p. 471)

AWS Database Migration Service のターゲットとして
の Oracle データベースの使用
AWS DMS を使用して別の Oracle データベースまたはサポートされている他のいずれかのデータベース
から、Oracle データベースターゲットにデータを移行できます。Secure Sockets Layer (SSL) を使用し
て、Oracle エンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化できます。Oracle エンド
ポイントでの SSL を使用する方法の詳細については、「AWS Database Migration Service での SSL の使
用 (p. 706)」をご参照ください。Oracle TDE がデータベースに書き込むために暗号化キーまたはパス
ワードを必要としないため、AWS DMS はターゲットデータベースに保存されているデータを暗号化する
ための Oracle 透過的データ暗号化 (TDE) の使用もサポートしています。

AWS DMS では、ターゲットとして Enterprise、Standard、Standard One、および Standard Two エディ
ション用オンプレミスおよび EC2 インスタンス 用 Oracle バージョン 10g、11g、12c、18c、19c をサ
ポートしています。AWS DMS は、 Enterprise、Standard、Standard One、および Standard Two エディ
ションのターゲットとして Amazon RDS インスタンスデータベース用 Oracle バージョン 11g (11.2.0.3.v1 
以降) および、12c、18c、 19c をサポートしています。

Oracle をターゲットとして使用するときは、ターゲット接続に使用されるスキーマまたはユーザーに
データを移行することを前提とします。別のスキーマにデータを移行する場合は、スキーマ変換を使
用します。たとえば、ターゲットエンドポイントがユーザー RDSMASTER に接続しており、ユーザー
PERFDATA1 から PERFDATA2 に移行したいとします。この場合、次のように変換を作成します。

{ 
   "rule-type": "transformation", 
   "rule-id": "2", 
   "rule-name": "2", 
   "rule-action": "rename", 
   "rule-target": "schema", 
   "object-locator": { 
   "schema-name": "PERFDATA1"
},
"value": "PERFDATA2"
}             
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Oracle をターゲットとして使用する場合、AWS DMS はすべてのテーブルとインデックスを、ターゲッ
トのデフォルトテーブルとインデックステーブルスペースに移行します。テーブルとインデックスを別
のテーブルとインデックスのテーブルスペースに移行する場合は、テーブルスペース変換を使用してこれ
を実行します。たとえば、Oracle ソース内の一部のテーブルスペースに割り当てられた INVENTORY ス
キーマに一連のテーブルがあるとします。移行については、このすべてのテーブルをターゲットの単一の
INVENTORYSPACE テーブルスペースに割り当てるとします。この場合、次のように変換を作成します。

{ 
   "rule-type": "transformation", 
   "rule-id": "3", 
   "rule-name": "3", 
   "rule-action": "rename", 
   "rule-target": "table-tablespace", 
   "object-locator": { 
      "schema-name": "INVENTORY", 
      "table-name": "%", 
      "table-tablespace-name": "%" 
   }, 
   "value": "INVENTORYSPACE"
}

変換の詳細については、「 JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する (p. 537)」をご参照く
ださい。

Oracle がソースとターゲットの両方である場合、Oracle ソースの追加の接続属性
enableHomogenousTablespace=true を設定することで、既存のテーブルまたはインデックステーブ
ルスペースの割り当てを保持できます。詳細については、「Oracle をソースとして使用する場合のエンド
ポイント設定AWS DMS (p. 193)」をご参照ください。

AWS DMS のターゲットとしての Oracle データベースの使用の詳細については、以下のセクションをご参
照ください。

トピック
• AWS Database Migration Service のターゲットとして Oracle を使用する場合の制限 (p. 327)
• ターゲットとして Oracle を使用する場合に必要なユーザーアカウント権限 (p. 328)
• AWS Database Migration Service のターゲットとしての Oracle データベースの設定 (p. 329)
• のターゲットとして Oracleを使用する場合のエンドポイントの設定AWS DMS (p. 329)
• Oracle のターゲットデータ型 (p. 331)

AWS Database Migration Service のターゲットとして Oracle を
使用する場合の制限
データ移行のターゲットとして Oracle を使用する場合の制限は、以下のとおりです。

• AWS DMS は、ターゲット Oracle データベースにスキーマを作成しません。必要なすべてのスキーマを
ターゲット Oracle データベースで作成する必要があります。Oracle ターゲットのスキーマ名がすでに
存在している必要があります。ソーススキーマのテーブルは、AWS DMS がターゲットインスタンスへ
の接続に使用するユーザーまたはスキーマにインポートされます。複数のスキーマを移行するには、複
数のレプリケーションタスクを作成できます。ターゲットの別のスキーマにデータを移行することもで
きます。そのためには、AWS DMSテーブルマッピングでスキーマ変換ルールを使用する必要がありま
す。

• AWS DMS では、テーブルに INDEXTYPE CONTEXT を使用する場合に Use direct path full 
load オプションがサポートされていません。回避策として、配列ロードを使用できます。

• バッチ最適化適用オプションでは、差分変更テーブルへのロードに直接パスが使用されるため、XML タ
イプはサポートされていません。回避策として、トランザクション適用モードを使用できます。
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• ソースデータベースから移行された空の文字列は、Oracle ターゲットによって異なる方法で処理できま
す (たとえば、1 つのスペース文字列に変換されます)。これにより、AWS DMS 検証で不一致が報告さ
れる可能性があります。

• Batch 最適化適用モードでサポートされるテーブルごとの列の合計数は、次の式を使用して表すことが
できます。

2 * columns_in_original_table + columns_in_primary_key <= 999

たとえば、元のテーブルが 25 列で、その主キーが 5 列で構成されている場合、列の総数は 55 になりま
す。テーブルがサポートされている列数を超えると、 one-by-one すべての変更がモードで適用されま
す。

• AWS DMSOracle クラウド・インフラストラクチャ (OCI) 上の自律データベースをサポートしていませ
ん。

ターゲットとして Oracle を使用する場合に必要なユーザーアカ
ウント権限
Oracle ターゲットを AWS Database Migration Service タスクで使用するには、Oracle データベースに次
の権限を付与します。AWS DMS への Oracle データベース定義で指定されたユーザーアカウントにこの権
限を付与します。

• SELECT ANY TRANSACTION
• V$NLS_PARAMETERS での SELECT
• V$TIMEZONE_NAMES での SELECT
• ALL_INDEXES での SELECT
• ALL_OBJECTS での SELECT
• DBA_OBJECTS での SELECT
• ALL_TABLES での SELECT
• ALL_USERS での SELECT
• ALL_CATALOG での SELECT
• ALL_CONSTRAINTS での SELECT
• ALL_CONS_COLUMNS での SELECT
• ALL_TAB_COLS での SELECT
• ALL_IND_COLUMNS での SELECT
• DROP ANY TABLE
• SELECT ANY TABLE
• INSERT ANY TABLE
• UPDATE ANY TABLE
• CREATE ANY VIEW
• DROP ANY VIEW
• CREATE ANY PROCEDURE
• ALTER ANY PROCEDURE
• DROP ANY PROCEDURE
• CREATE ANY SEQUENCE
• ALTER ANY SEQUENCE
• DROP ANY SEQUENCE
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• テーブルの削除

以下に指定された要件のために、上記の追加の権限を付与します。

• 特定のテーブルリストを使用するには、レプリケートされたすべてのテーブルに SELECT を付与
し、ALTER も付与します。

• ユーザーがデフォルトテーブルスペースにテーブルを作成することを許可するには、GRANT 
UNLIMITED TABLESPACE 権限を付与します。

• ログオンのために、CREATE SESSION 権限を付与します。
• 直接パス (全ロードのデフォルト) GRANT LOCK ANY TABLE to dms_user; を使用している場合。
• [DROP and CREATE] (ドロップして作成) テーブル準備モードを使用するときにスキーマが異なる場合

は、GRANT CREATE ANY INDEX to dms_user;。
• 一部の全ロードシナリオでは、ターゲットテーブルスキーマが DMS ユーザーとは異なる場合、

「DROP and CREATE table」または「TRUNCATE before loading」オプションを選択できます。この
場合、DROP ANY TABLE を付与します。

• ターゲットテーブルスキーマが DMS ユーザーとは異なる変更テーブルまたは監査テーブルに変更を保
存するには、CREATE ANY TABLE および CREATE ANY INDEX を付与します。

ターゲットデータベース上の AWS Database Migration Service に必要な読み取り
権限
AWS DMS ユーザーアカウントには、以下の DBA テーブルの読み取りアクセス許可を付与する必要があ
ります。

• DBA_USERS での SELECT
• DBA_TAB_PRIVS での SELECT
• DBA_OBJECTS での SELECT
• DBA_SYNONYMS での SELECT
• DBA_SEQUENCES での SELECT
• DBA_TYPES での SELECT
• DBA_INDEXES での SELECT
• DBA_TABLES での SELECT
• DBA_TRIGGERS での SELECT
• SYS.DBA_レジストリで選択

必要な権限のいずれかを V$xxx に付与できない場合は、V_$xxx に付与します。

AWS Database Migration Service のターゲットとしての Oracle 
データベースの設定
Oracle データベースをデータ移行ターゲットとして使用するには、AWS DMS に Oracle ユーザーアカウ
ントを提供する必要があります。ユーザーアカウントには、ターゲットとして Oracle を使用する場合に必
要なユーザーアカウント権限 (p. 328) で指定されているように、Oracle データベースでの読み取り/書き
込み権限が必要です。

のターゲットとして Oracleを使用する場合のエンドポイントの
設定AWS DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加接続属性の使用と同様に、Oracle ターゲットデータベースを
設定できます。AWS DMSコンソールを使用してターゲットエンドポイントを作成するとき、または--
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oracle-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS 
CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

次の表は、ターゲットとして Oracleで使用できるエンドポイントの設定を示しています。

名前 説明

EscapeCharacter この属性をエスケープ文字に設定します。このエスケープ文
字を使用すると、1 つのワイルドカード文字をテーブルマッ
ピング式で通常の文字と同じように動作させることができ
ます。詳細については、「テーブルマッピング内のワイルド
カード (p. 542)」を参照してください。

デフォルト値:NULL

有効な値:ワイルドカード文字以外の任意の文字

例: --oracle-settings '{"EscapeCharacter": 
"#"}'

UseDirectPathFullLoad Y に設定すると、AWS DMS により直接パスの完全ロードが
使用されます。Oracle Call Interface (OCI) で直接パスプロト
コルを使用可能にするには、この値を指定します。この OCI 
プロトコルを使用すると、完全ロード時に Oracle ターゲット
テーブルを一括ロードできます。

デフォルト値: true

有効な値: true/false

例: --oracle-settings 
'{"UseDirectPathFullLoad": false}'

DirectPathParallelLoad true に設定した場合、この属性
は、UseDirectPathFullLoad が Y に設定されている場合
に並列ロードを指定します。この属性は、AWS DMS 並列
ロード機能を使用する場合にのみ適用されます。詳細につい
ては、parallel-load にある「テーブルとコレクション設
定のルールとオペレーション (p. 565) オペレーションの説
明」をご参照ください。

この並列ロード設定を指定するとき、ターゲットテーブルに
制約やインデックスを設定できないという制限があります。
この制限の詳細については、「Enabling Constraints After a 
Parallel Direct Path Load」をご参照ください。制約またはイ
ンデックスが有効になっている場合、この属性を true に設
定しても効果はありません。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --oracle-settings 
'{"DirectPathParallelLoad": true}'

DirectPathNoLog この属性を true に設定すると、データベースログに証跡を
書き込まずにテーブルに直接書き込むことで、Oracle ター
ゲットデータベースのコミットレートを上げることができま
す。詳細については、「Direct-Load INSERT」をご参照くだ
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名前 説明
さい。この属性は、UseDirectPathFullLoad を Y に設定
した場合のみ適用されます。

デフォルト値: false

有効な値: true/false

例: --oracle-settings '{"DirectPathNoLog": 
true}'

CharLengthSemantics 文字の列の長さをバイト単位または文字単位で指定します。
文字の列の長さが文字単位であることを示すには、この属性
を CHAR に設定します。それ以外の場合、文字の列の長さは
バイト単位です。

デフォルト値: CHAR に設定されていません

有効な値: CHAR

例: --oracle-settings '{"CharLengthSemantics": 
"CHAR"}'

AlwaysReplaceEmptyString AWS DMS は、Oracle ターゲットに移行するときに、空の文
字列レプリケーション用の余分なスペースを追加します。一
般に、Oracle には空の文字列の表記はありません。varchar2 
に空の文字列を挿入すると、空の文字列を NULL としてロー
ドします。Oracle にデータを NULL として挿入する場合は、
この属性を FALSE に設定します。

デフォルト値: true

有効な値: true/false

例: --oracle-settings 
'{"AlwaysReplaceEmptyString": false}'

Oracle のターゲットデータ型
AWS DMS で使用されるターゲット Oracle データベースでは、Oracle のほとんどのデータ型がサポー
トされます。次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる Oracle のターゲットデータ型
と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。ソースからマッピングされるデータ
型を表示する方法の詳細については、使用しているソースのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型 Oracle のデータ型

BOOLEAN NUMBER (1)

BYTES RAW (長さ)

DATE DATETIME

TIME タイムスタンプ (0)

DATETIME タイムスタンプ (スケール)

INT1 NUMBER (3)
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AWS DMS データ型 Oracle のデータ型

INT2 NUMBER (5)

INT4 NUMBER (10)

INT8 NUMBER (19)

NUMERIC NUMBER (p,s)

REAL4 FLOAT

REAL8 FLOAT

STRING date を指定: DATE

time を指定: タイムスタンプ

timestamp を指定: タイムスタンプ

timestamp_with_timezone を指定: タイムスタンプ時間帯あり

timestamp_with_local_timezone を指定: タイムスタンプ WITH LOCAL 
TIMEZONE interval_year_to_month を指定: INTERVAL YEAR TO 
MONTH

interval_day_to_second を指定: INTERVAL DAY TO SECOND

長さ > 4000 の場合: CLOB

他のすべての場合: VARCHAR2 (長さ)

UINT1 NUMBER (3)

UINT2 NUMBER (5)

UINT4 NUMBER (10)

UINT8 NUMBER (19)

WSTRING 長さ > 2000 の場合: NCLOB

他のすべての場合: NVARCHAR2 (長さ)

BLOB BLOB

AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスク用に BLOB の
使用を有効にする必要があります。BLOB データ型は、プライマリキー
を含むテーブルでのみサポートされます。
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AWS DMS データ型 Oracle のデータ型

CLOB CLOB

AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスク用に CLOB の
使用を有効にする必要があります。変更データキャプチャ (CDC) 中は、
プライマリキーを含むテーブルでのみ CLOB データ型がサポートされま
す。

STRING

宣言されたサイズが 4000 バイトを超えるソース上の Oracle 
VARCHAR2 データ型は、AWS DMS CLOB を介して Oracle ターゲット
上の STRING にマッピングされます。

NCLOB NCLOB

AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスク用に NCLOB 
の使用を有効にする必要があります。CDC 中、プライマリキーを含む
テーブルでのみ NCLOB データ型がサポートされます。

WSTRING

宣言されたサイズが 4000 バイトを超えるソース上の Oracle 
VARCHAR2 データ型は、AWS DMS NCLOB を介して Oracle ターゲッ
ト上の WSTRING にマッピングされます。

XMLTYPE XMLTYPE ターゲットデータ型は、Oracle 間レプリケーションタスクに
のみ関連しています。

ソースデータベースが Oracle の場合、ソースデータ型はそのままの状
態で Oracle ターゲットにレプリケートされます。たとえば、ソースに
おける XMLTYPE データ型は、ターゲットでは XMLTYPE データ型と
して作成されます。

Microsoft SQL Server データベースの AWS Database 
Migration Service のターゲットとしての使用
AWS DMS を使用して、Microsoft SQL Server データベースにデータを移行できます。SQL Server デー
タベースをターゲットとして使用すると、別の SQL Server データベースまたはサポートされている他の
データベースのいずれかからデータを移行できます。

オンプレミスデータベースと Amazon EC2 インスタンスデータベースの場合、AWS DMS は SQL Server 
バージョン 2005、2008、2008R2、2012、2014、2016、2017、2019 をターゲットとしてサポートしま
す。AWS DMS では、Enterprise、Standard、Workgroup、Developer、および Web エディションがサ
ポートされます。

Amazon RDS インスタンスデータベースの場合、AWS DMS は、 SQL Server バージョン 
2008R2、2012、2014、2016、2017、2019 をターゲットとしてサポートします。AWS DMS で
は、Enterprise、Standard、Workgroup、Developer、および Web エディションがサポートされます。

AWS DMS および SQL Server ターゲットデータベースを使用する方法の詳細については、以下をご参照
ください。

トピック
• SQL Server を AWS Database Migration Service のターゲットとして使用する場合の制限 (p. 334)
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• AWS Database Migration Service のターゲットとして SQL Server を使用する場合のセキュリティ要
件 (p. 334)

• のターゲットとして SQL Server を使用する場合のエンドポイントの設定AWS DMS (p. 334)
• Microsoft SQL Server のターゲットデータ型 (p. 335)

SQL Server を AWS Database Migration Service のターゲットと
して使用する場合の制限
SQL Server データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する場合、以下の制限が適用されます。

• 計算列を含む SQL Server ターゲットテーブルを手動で作成する場合、BCP 一括コピーユーティリティ
を使用する全ロードレプリケーションがサポートされません。全ロードレプリケーションを使用するに
は、追加接続属性 (ECA) を設定して'useBCPFullLoad=false' エンドポイントで BCP ロードを無効
にします。エンドポイントでの ECA 設定の詳細については、「ソースおよびターゲットエンドポイント
の作成 (p. 157)」をご参照ください。BCP の詳細な操作方法については、「Microsoft SQL Server ド
キュメント」をご参照ください。

• SQL Server 空間データ型 (GEOMETRY と GEOGRAPHY) を持つテーブルをレプリケートすると、挿
入した空間参照識別子 (SRID) がすべて AWS DMS によりデフォルトの SRID に置き換えられます。デ
フォルトの SRID は、GEOMETRY は 0、GEOGRAPHY は 4326 です。

• 一時テーブルはサポートされていません。ターゲット上に手動で作成されている場合に、一時テーブル
を移行すると、トランザクション適用モードのレプリケーションのみのタスクで動作することがありま
す。

• 現在のところ、PostgreSQL ソースの boolean データ型は、一貫性のない値を持つ bit データ型とし
て SQLServer ターゲットに移行されます。

回避策として、以下の操作を実行します。
• VARCHAR(1)列のデータ型を使用してテーブルを事前に作成します (または、AWS DMS自動的にテー

ブルを作成します)。次に、ダウンストリーム処理で「F」を False、「T」を True として扱います。
• ダウンストリームの処理を変更する必要がないように、タスクに「F」値を「0」に、「T」値を 1 に

変更する変換ルールを追加し、それらを SQL Server のビットデータ型として保存します。
• AWS DMS では、列の null 機能を設定するための変更処理はサポートされていません (ALTER COLUMN 
[SET|DROP] NOT NULL 句を使用した ALTER TABLE ステートメント)。

• Windows 認証はサポートされていません。

AWS Database Migration Service のターゲットとして SQL 
Server を使用する場合のセキュリティ要件
以下では、Microsoft SQL Server ターゲットとともに AWS DMS を使用する場合のセキュリティ要件につ
いて説明します。

• AWS DMS ユーザーアカウントには、接続先の SQL Server データベースに対する db_owner ユーザー
ロールが最低限必要です。

• SQL Server システム管理者は、すべての AWS DMS ユーザーアカウントにこのアクセス許可を付与す
る必要があります。

のターゲットとして SQL Server を使用する場合のエンドポイン
トの設定AWS DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加接続属性の使用と同様に、SQL Server ターゲットデータベース
を設定できます。AWS DMSコンソールを使用してターゲットエンドポイントを作成するとき、または--
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microsoft-sql-server-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-
endpoint AWS CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

次の表は、SQL Server をターゲットとして SQL Server で使用できるエンドポイントの設定を示していま
す。

名前 説明

UseBCPFullLoad BCP を使用して全ロードオペレーション用のデータを転送
するには、この属性を使用します。ターゲットテーブルに、
ソーステーブル内に存在しない IDENTITY 列が含まれている
場合、[use BCP for loading table] (テーブルのロードに BCP 
を使用) オプションを無効にする必要があります。

デフォルト値: true

有効な値: true/false

例: --microsoft-sql-server-settings 
'{"UseBCPFullLoad": false}'

ControlTablesFileGroup AWS DMS 内部テーブルのファイルグループを指定
します。レプリケーションタスクが開始されると、
すべての内部 AWS DMS 制御テーブル (awsdms_ 
apply_exception、awsdms_apply、awsdms_changes) が、指
定したファイルグループで作成されます。

デフォルト値: 該当なし

有効な値: 文字列

例: --microsoft-sql-server-settings 
'{"ControlTablesFileGroup": "filegroup1"}'

ファイルグループを作成するコマンドの例を次に示します。

ALTER DATABASE replicate ADD FILEGROUP Test1FG1;  
GO ALTER DATABASE replicate  
  ADD FILE (         
    NAME = test1dat5,         
    FILENAME = 'C:\temp\DATA\t1dat5.ndf',         
    SIZE = 5MB,         
    MAXSIZE = 100MB,         
    FILEGROWTH = 5MB     
  )     
TO FILEGROUP Test1FG1;     
GO 
                                 

Microsoft SQL Server のターゲットデータ型
次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる Microsoft SQL Server のターゲットデータ型
と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。AWS DMS のデータ型の詳細につい
ては、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」をご参照ください。

335

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/dms/index.html


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ターゲットとしての SQL Server の使用

AWS DMS データ型 SQL Server のデータ型

BOOLEAN TINYINT

BYTES VARBINARY(長さ)

DATE SQL Server 2008 以降の場合、DATE を使用します。

それより前のバージョンでは、スケールが 3 以下の場合は DATETIME 
を使用します。他のすべての場合は、VARCHAR (37) を使用します。

TIME SQL Server 2008 以降の場合、DATETIME2 (%d) を使用します。

それより前のバージョンでは、スケールが 3 以下の場合は DATETIME 
を使用します。他のすべての場合は、VARCHAR (37) を使用します。

DATETIME SQL Server 2008 以降では、DATETIME2 (scale) を使用します。

それより前のバージョンでは、スケールが 3 以下の場合は DATETIME 
を使用します。他のすべての場合は、VARCHAR (37) を使用します。

INT1 SMALLINT

INT2 SMALLINT

INT4 INT

INT8 BIGINT

NUMERIC NUMERIC (p,s)

REAL4 REAL

REAL8 FLOAT

STRING 列が日付または時刻列の場合、次の操作を行います。

• SQL Server 2008 以降の場合、DATETIME2 を使用します。
• それより前のバージョンでは、スケールが 3 以下の場合は 

DATETIME を使用します。他のすべての場合は、VARCHAR (37) を
使用します。

列が日付または時刻列ではない場合、VARCHAR (長さ) を使用します。

UINT1 TINYINT

UINT2 SMALLINT

UINT4 INT

UINT8 BIGINT

WSTRING NVARCHAR (長さ)

BLOB VARBINARY(最大)

IMAGE
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AWS DMS データ型 SQL Server のデータ型
AWS DMS でこのデータ型を使用する場合は、特定のタスク用に BLOB 
の使用を有効にする必要があります。AWS DMS では、プライマリキー
を含むテーブルでのみ BLOB データ型がサポートされます。

CLOB VARCHAR(max)

AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスク用に CLOB 
の使用を有効にする必要があります。変更データキャプチャ (CDC) 
中、AWS DMS はプライマリキーを含むテーブルでのみ CLOB データ型
をサポートしています。

NCLOB NVARCHAR(最大)

AWS DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスク用に NCLOB 
の使用を有効にする必要があります。CDC 中、AWS DMS はプライマ
リキーを含むテーブルでのみ NCLOB データ型をサポートします。

PostgreSQL データベースの AWS Database Migration 
Service のターゲットとしての使用
別の PostgreSQL データベースまたはサポートされている他のデータベースのいずれかを使用し
てAWS DMS、データを PostgreSQL データベースに移行できます。 AWS DMSでは、以下のタイ
プのデータベースのターゲットとして、PostgreSQL バージョン 9.4 以降 (バージョン 9.x 用) およ
び、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x データベースをサポートしています。

• オンプレミスのデータベース
• EC2 インスタンスでのデータベース
• Amazon RDS DB インスタンス上のデータベース
• PostgreSQL との互換性を持つ Amazon Aurora DB インスタンス上のデータベース

Note

• PostgreSQL 14.x にはAWS DMS 3.4.7 以降が必要です。
• Amazon Aurora Serverless は、PostgreSQL の互換性を持つ Amazon Aurora のターゲットとし

て利用できます。Amazon Aurora Serverless の詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイ
ド の「Amazon Aurora Serverless の使用」をご参照ください。

• Aurora Serverless DB クラスターは Amazon VPC からのみアクセスでき、[public IP address]
(パブリック IP アドレス) を使用することはできません。そのため、レプリケーション イン
スタンスを Aurora PostgreSQL Serverless とは異なるリージョンに配置する場合は、[vpc 
peering] (VPC ピアリング接続) を構成します。それ以外の場合は、Aurora PostgreSQL 
Serverless [regions] (リージョン) の可用性をチェックし、これらのリージョンのいずれかを 
Aurora PostgreSQL Serverless とレプリケーション インスタンスの両方に使用しました。

• バベルフィッシュの機能は Amazon Aurora に組み込まれているため、追加料金は発生しま
せん。詳細については、「のターゲットとして Babelfish for Aurora PostgreSQL を使用す
る (p. 342)」を参照してくださいAWS Database Migration Service。

AWS DMS table-by-table フルロードフェーズでソースからターゲットにデータを移行するときのアプロー
チを採用しています。全ロードフェーズ中のテーブルの順序は保証されません。テーブル全ロードフェー
ズ中、および個々のテーブルのキャッシュしたトランザクションが適用されている間は、テーブルは同期
されません。その結果、アクティブな参照整合性制約により、全ロードフェーズ中にタスクが失敗する可
能性があります。
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PostgreSQL では、外部キー (参照整合性制約) はトリガーを使用して実装されます。全ロードフェーズ中
に、AWS DMS は各テーブルを一度に 1 つずつロードします。次のいずれかの方法を使用して、全ロード
中に外部キーの制約を無効にすることを強くお勧めします。

• インスタンスからすべてのトリガーを一時的に無効にして、全ロードを終了します。
• PostgreSQL では、session_replication_role パラメータを使用します。

特定の時間において、トリガーは origin、replica、always、または disabled のいずれかの状態に
なります。session_replication_role パラメータが replica に設定されている場合、replica 状
態のトリガーのみがアクティブになり、呼び出されると実行されます。それ以外の場合、トリガーは非ア
クティブなままです。

PostgreSQL には、session_replication_role が設定されている場合でも、テーブルの切り捨てを防
止するフェールセーフメカニズムが備わっています。これを、トリガーを無効にする代わりに使用して、
全ロードの完了を支援できます。これを行うには、ターゲットテーブルの準備モードを DO_NOTHING に設
定します それ以外の場合、外部キーの制約があると DROP および TRUNCATE オペレーションは失敗し
ます。

Amazon RDS では、パラメータグループを使用してこのパラメータの設定を管理できます。Amazon EC2 
で実行されている PostgreSQL インスタンスの場合、パラメータを直接設定できます。

AWS DMS のターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用の詳細については、以下のセクション
をご参照ください。

トピック
• AWS Database Migration Service のターゲットとして PostgreSQL を使用する場合の制限 (p. 338)
• PostgreSQL データベースを AWS Database Migration Service のターゲットとして使用する場合のセ

キュリティ要件 (p. 338)
• のターゲットとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイントの設定AWS DMS (p. 339)
• PostgreSQL のターゲットデータ型 (p. 340)
• のターゲットとして Babelfish for Aurora PostgreSQL を使用するAWS Database Migration 

Service (p. 342)

AWS Database Migration Service のターゲットとして 
PostgreSQL を使用する場合の制限
PostgreSQL データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する場合、以下の制限が適用されます。

• 異種移行の場合、JSON データ型は内部でネイティブ CLOB データ型に変換されます。
• Oracle から PostgreSQL への移行で、Oracle の列に NULL 文字 (16 進数値 U + 0000) が含まれている場

合、AWS DMS は NULL 文字をスペース (16 進数値 U + 0020) に変換します。これは、PostgreSQL の
制限によるものです。

• AWS DMS は、coalesce 関数で作成された一意のインデックスを持つテーブルへのレプリケーションを
サポートしていません。

PostgreSQL データベースを AWS Database Migration Service の
ターゲットとして使用する場合のセキュリティ要件
セキュリティ上の観点から、データ移行に使用されるユーザーアカウントは、ターゲットとして使用する 
PostgreSQL データベースにおける登録済みユーザーにする必要があります。
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PostgreSQL ターゲット エンドポイントで AWS DMS 移行を実行するには、最低限のユーザー許可が必要
です、次の例をご参照ください。

    CREATE USER newuser WITH PASSWORD 'your-password'; 
    ALTER SCHEMA schema_name OWNER TO newuser; 
             

または

    GRANT USAGE ON SCHEMA schema_name TO myuser; 
    GRANT CONNECT ON DATABASE postgres to myuser; 
    GRANT CREATE ON DATABASE postgres TO myuser; 
    GRANT CREATE ON SCHEMA schema_name TO myuser; 
    GRANT UPDATE, INSERT, SELECT, DELETE, TRUNCATE ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name TO 
 myuser; 
    GRANT TRUNCATE ON schema_name."BasicFeed" TO myuser; 
             

のターゲットとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイン
トの設定AWS DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加接続属性の使用と同様に、PostgreSQL ターゲットデータベース
を設定できます。AWS DMSコンソールを使用してターゲットエンドポイントを作成するとき、または--
postgre-sql-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint
AWS CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

次の表は、ターゲットとして PostgreSQL を使用する場合に使用できるエンドポイントの設定を示してい
ます。

名前 説明

MaxFileSize PostgreSQL へのデータ転送に使用される .csv ファイルの最
大サイズ (KB 単位) を指定します。

デフォルト値: 32768 KB (32 MB)

有効な値:1 ～ 1,048,576 KB (最大 1.1 GB)

例: --postgre-sql-settings '{"MaxFileSize": 
512}'

ExecuteTimeout PostgreSQL インスタンスのクライアントステートメントタ
イムアウト (秒単位) を設定します。デフォルト値は 60 秒で
す。

例: --postgre-sql-settings '{"ExecuteTimeout": 
100}'

AfterConnectScript: SET 
session_replication_role: 
'replica'

変更データキャプチャ (CDC) でのみ使用する場合、この属
性には AWS DMS バイパス外部キーとユーザートリガーがあ
り、データの一括ロードにかかる時間を短縮します。

Note

この属性は、変更データキャプチャモードでのみ有
効です。
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名前 説明

MapUnboundedNumericAsString このパラメータは、数値の精度を失うことなく正常に移行
するために、境界なしの NUMERIC データ型の列を文字列
として扱います。このパラメーターは、PostgreSQL ソース
から PostgreSQL ターゲットへのレプリケーション、または 
PostgreSQL 互換のデータベースにのみ使用します。

デフォルト値: false

有効な値: false/true

例: --postgre-sql-settings 
'{"MapUnboundedNumericAsString": "true"}

このパラメータを使用すると、数値から文字列への変換、お
よび数値への変換により、レプリケーションのパフォーマン
スが低下する可能性があります。このパラメータは、DMS 
バージョン 3.4.4 以降で使用するためにサポートされていま
す

Note

PostgreSQL のソースとターゲット エンドポイント
を一緒にのみ MapUnboundedNumericAsString
を使用します。
ソース PostgreSQL エンドポイントで
MapUnboundedNumericAsString を
使用すると、CDC 中に精度が 28 に制限
されます。ターゲット エンドポイントで
MapUnboundedNumericAsString を使用すると、
精度 28 スケール 6 でデータを移行します。
PostgreSQL 以外のターゲットとは
MapUnboundedNumericAsString を使用しませ
ん。

loadUsingCSV この属性を使用して、\ COPY コマンドを使用してフルロー
ド操作のデータを転送します。

デフォルト値: true

有効な値: true/false

ECA の例:loadUsingCSV=true;

注:パラメータを false に設定すると、INCT が直接実行される
ため、レプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性
があります。

PostgreSQL のターゲットデータ型
AWS DMS の PostgreSQL データベースエンドポイントでは、PostgreSQL データベースのほとんどの
データ型がサポートされています。次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる PostgreSQL 
データベースのターゲットスデータ型と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示しま
す。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。
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AWS DMS データ型 PostgreSQL のデータ型

BOOLEAN BOOLEAN

BLOB BYTEA

BYTES BYTEA

DATE DATE

TIME TIME

DATETIME スケールが 0 ～ 6 の場合、タイムスタンプ を使用します。

スケールが 7 ～ 9 の場合、VARCHAR (37) を使用します。

INT1 SMALLINT

INT2 SMALLINT

INT4 INTEGER

INT8 BIGINT

NUMERIC DECIMAL (P,S)

REAL4 FLOAT4

REAL8 FLOAT8

STRING 長さが 1 ～ 21,845 の場合、VARCHAR (バイト単位の長さ) を使用しま
す。

長さが 21,846 ～ 2,147,483,647 の場合、VARCHAR (65535) を使用し
ます。

UINT1 SMALLINT

UINT2 INTEGER

UINT4 BIGINT

UINT8 BIGINT

WSTRING 長さが 1 ～ 21,845 の場合、VARCHAR (バイト単位の長さ) を使用しま
す。

長さが 21,846 ～ 2,147,483,647 の場合、VARCHAR (65535) を使用し
ます。

NCLOB TEXT

CLOB TEXT

Note

PostgreSQL ソースからレプリケートする場合、AWS DMS はユーザー定義のデータ型を含む列
とは別に、すべての列に対して同じデータ型のターゲットテーブルを作成します。このような場
合、データ型はターゲットで「character varying」として作成されます。
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のターゲットとして Babelfish for Aurora PostgreSQL を使用する
AWS Database Migration Service
SQL Server のソーステーブルを Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL ターゲットに移行するには、を
使用しますAWS Database Migration Service。Babelfish を使用すると、Aurora PostgreSQL は Microsoft 
SQL Server 独自の SQL ダイアレクトである T-SQL を理解し、同じ通信プロトコルをサポートします。そ
のため、SQL Server 用に作成されたアプリケーションは、少ないコード変更で Aurora と連携できるよう
になりました。バベルフィッシュの機能は Amazon Aurora に組み込まれているため、追加料金は発生しま
せん。Babelfish は、Amazon RDS コンソールから Amazon Aurora クラスターでアクティブ化できます。

AWS DMSコンソール、API、または CLIAWS DMS コマンドを使用してターゲットエンドポイントを作成
する場合、ターゲットエンジンを Amazon Aurora PostgreSQL と指定し、データベースに babelfish_db と
いう名前を付けます。

移行タスクに変換ルールを追加する

Babelfish ターゲットの移行タスクを定義する場合、DMS がターゲットデータベースにあらかじめ作成さ
れた T-SQL Babelfish テーブルを使用するようにする変換ルールを含める必要があります。

まず、すべてのテーブル名を小文字にする変換ルールを移行タスクに追加します。バベルフィッシュ
は、T-SQL を使用して作成したテーブルの名前を PostgreSQLpg_class カタログに小文字で保存しま
す。ただし、大文字と小文字が混在する名前の SQL Server テーブルがある場合、DMS は T-SQL 互換の
データ型ではなく PostgreSQL ネイティブデータ型を使用してテーブルを作成します。そのため、必ずす
べてのテーブル名を小文字にする変換ルールを追加してください。

次に、クラスターを定義したときにマルチデータベース移行モードを使用した場合は、元の SQL Server 
スキーマの名前を変更する変換ルールを追加します。SQL Server スキーマ名の名前は、必ず T-SQL デー
タベースの名前を含むように変更してください。たとえば、元の SQL Server スキーマ名がでdbo、T-SQL 
データベース名がの場合mydb、mydb_dbo変換ルールを使用するようにスキーマの名前を変更します。

シングルデータベースモードを使用する場合、スキーマ名の名前を変更するための変換ルールは必要あり
ません。スキーマ名には、Babelfish のターゲット T-SQL one-to-one データベースとのマッピングがあり
ます。

次のサンプル変換ルールでは、すべてのテーブル名を小文字にし、元の SQL Serverdbomydb_dbo スキー
マ名の名前をからに変更します。

{ 
   "rules": [ 
   { 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "566251737", 
      "rule-name": "566251737", 
      "rule-target": "schema", 
      "object-locator": { 
         "schema-name": "dbo" 
      }, 
      "rule-action": "rename", 
      "value": "mydb_dbo", 
      "old-value": null 
   }, 
   { 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "566139410", 
      "rule-name": "566139410", 
      "rule-target": "table", 
      "object-locator": { 
         "schema-name": "%", 
         "table-name": "%" 
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      }, 
      "rule-action": "convert-lowercase", 
      "value": null, 
      "old-value": null 
   }, 
   { 
      "rule-type": "selection", 
      "rule-id": "566111704", 
      "rule-name": "566111704", 
      "object-locator": { 
         "schema-name": "dbo", 
         "table-name": "%" 
      }, 
      "rule-action": "include", 
      "filters": [] 
   }
]
}           
             

PostgreSQL ターゲットエンドポイントを Babelfish テーブルで使用する際の制限
事項
Babelfish テーブルで PostgreSQL ターゲットエンドポイントを使用する場合、以下の制限が適用されま
す。

• ターゲットテーブル準備モードの場合は、「何もしない」または「切り捨て」モードのみを使用してく
ださい。ターゲットモードではドロップテーブルを使用しないでください。このモードでは、DMS は 
T-SQL が認識しない可能性のある PostgreSQL テーブルとしてテーブルを作成します。

• Babelfish はBINARY、VARBINARY Aurora PostgreSQL バージョン 14.3 以降では、IMAGEそのデータ型
を使用した、、BYTEAおよびデータ型の移行のみをサポートしています。Aurora PostgreSQL の以前の
バージョンでは、DMS を使用してこれらのテーブルを Babelfish ターゲットエンドポイントに移行でき
ます (p. 471)。次の例に示すように、BYTEAデータ型の長さを指定する必要はありません。

    [Picture] [VARBINARY](max) NULL

先ほどは以下のようになります。

    [Picture] BYTEA NULL

• PostgreSQL ターゲットエンドポイントを使用して SQL Server から Babelfish への継続的なレプリケー
ション用の移行タスクを作成する場合は、SERIALIDENTITY列を使用するすべてのテーブルにデータ型
を割り当てる必要があります。詳細については、『SQL Server から Aurora PostgreSQL への移行プレ
イブック』の「シーケンスとアイデンティティ」セクションの「シリアルの使用方法」を参照してくだ
さい。次に、Babelfishでテーブルを作成したら、列の定義を以下のように変更します。

    [IDCol] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY

上記を以下のように変更してください。

    [IDCol] SERIAL PRIMARY KEY

BabelFish 互換の Aurora PostgreSQL は、デフォルトの設定を使用してシーケンスを作成し、NOT 
NULL列に制約を追加します。新しく作成されたシーケンスは通常のシーケンス (1 ずつ増分) と同じよう
に動作し、SERIAL複合オプションはありません。

• IDENTITYSERIAL列またはデータ型を使用するテーブルでデータを移行した後、列の最大値に基づい
て PostgreSQL ベースのシーケンスオブジェクトをリセットします。テーブルをフルロードしたら、次
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の T-SQL クエリを使用して、関連するシーケンスオブジェクトをシードするステートメントを生成しま
す。

DECLARE @schema_prefix NVARCHAR(200) = ''

IF current_setting('babelfishpg_tsql.migration_mode') = 'multi-db' 
        SET @schema_prefix = db_name() + '_'

SELECT 'SELECT setval(pg_get_serial_sequence(''' + @schema_prefix + 
 schema_name(tables.schema_id) + '.' + tables.name + ''', ''' + columns.name + ''') 
               ,(select max(' + columns.name + ') from ' + schema_name(tables.schema_id) 
 + '.' + tables.name + '));'
FROM sys.tables tables
JOIN sys.columns columns ON tables.object_id = columns.object_id
WHERE columns.is_identity = 1

UNION ALL

SELECT 'SELECT setval(pg_get_serial_sequence(''' + @schema_prefix + table_schema + '.' + 
 table_name + ''',  
''' + column_name + '''),(select max(' + column_name + ') from ' + table_schema + '.' + 
 table_name + '));'
FROM information_schema.columns
WHERE column_default LIKE 'nextval(%';

クエリによって一連の SECCCCCCCCCCCCCCT ステートメントが生成されます。
• 場合によっては、Full LOB モードではテーブルエラーが発生することがあります。その場合は、ロード

に失敗したテーブル用に別のタスクを作成してください。次に、制限付き LOB モードを使用して、[最
大 LOB サイズ (KB)] に適切な値を指定します。

• 整数ベースの主キーを使用しないBabelfishテーブルでデータ検証を実行すると、適切なユニークキーが
見つからないというメッセージが生成されます。

• 秒単位の小数点以下の桁数の精度の違いにより、DMS はデータ型を使用する BabelfishDATETIME テー
ブルのデータ検証エラーを報告します。これらの失敗を抑えるには、DATETIMEデータ型に以下の検証
ルールタイプを追加できます。

{ 
         "rule-type": "validation", 
         "rule-id": "3", 
         "rule-name": "3", 
         "rule-target": "column", 
         "object-locator": { 
             "schema-name": "dbo", 
             "table-name": "%", 
             "column-name": "%", 
             "data-type": "datetime" 
         }, 
         "rule-action": "override-validation-function", 
         "source-function": "case when ${column-name} is NULL then NULL else 0 end", 
         "target-function": "case when ${column-name} is NULL then NULL else 0 end" 
     }

MySQL 互換データベースの AWS Database Migration 
Service のターゲットとしての使用
AWS DMS を使用して、AWS DMS がサポートするソースデータエンジンのいずれかから、どの MySQL 
互換データベースにもデータを移行できます。オンプレミス MySQL 互換データベースに移行する場
合、AWS DMS では、ソースエンジンが AWS エコシステム内に存在することが必要です。エンジン
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は、Amazon RDS、Amazon Aurora、Amazon S3 などの AWS 管理型サービス上に存在できます。また
は、エンジンは Amazon EC2 の自己管理型データベース上に存在していてもかまいません。

SSL を使用して、MySQL 互換のエンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化で
きます。MySQL 互換のエンドポイントで SSL を使用する方法の詳細については、「AWS Database 
Migration Service での SSL の使用 (p. 706)」をご参照ください。

AWS DMS は MySQL のバージョン 5.5、5.6、5.7、8.0 と Aurora MySQL をサポートしています。さら
に、AWS DMS は MariaDB のバージョン 10.0.24 から 10.0.28、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5 をサポー
トしています。

AWS DMS のターゲットとして以下の MySQL 互換データベースを使用できます。

• MySQL Community Edition
• MySQL Standard Edition
• MySQL Enterprise Edition
• MySQL Cluster Carrier Grade Edition
• MariaDB Community Edition
• MariaDB Enterprise Edition
• MariaDB Column Store
• Amazon Aurora MySQL

Note

ソースストレージエンジン (MyISAM、MEMORY など) にかかわらず、AWS DMS によってデ
フォルトで InnoDB テーブルとして MySQL 互換のターゲットテーブルが作成されます。
InnoDB 以外のストレージエンジンのテーブルが必要な場合は、手動でテーブルを MySQL 互換の
ターゲットで作成し、[何もしない] オプションを使用して移行できます。詳細については、「全
ロードタスク設定 (p. 496)」をご参照ください。

AWS DMS のターゲットとしての MySQL 互換データベースの使用の詳細については、以下のセクション
をご参照ください。

トピック
• AWS Database Migration Service のターゲットとしての任意の MySQL 互換データベースの使

用 (p. 345)
• AWS Database Migration Service のターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する場合の制

限 (p. 346)
• のターゲットとして MySQL 互換データベースの使用時のエンドポイントの設定AWS DMS (p. 346)
• MySQL のターゲットデータ型 (p. 348)

AWS Database Migration Service のターゲットとしての任意の 
MySQL 互換データベースの使用
MySQL 互換データベースを AWS DMS のターゲットとして使用し始める前に、次の前提条件を満たして
いることを確認してください。

• MySQL 互換データベースに対して読み取り/書き込み権限を持つユーザーアカウントを AWS DMS に指
定します。必要なアクセス権限を作成するには、以下のコマンドを実行します。

CREATE USER '<user acct>'@'%' IDENTIFIED BY '<user password>';
GRANT ALTER, CREATE, DROP, INDEX, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ON <schema>.* TO  
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'<user acct>'@'%';
GRANT ALL PRIVILEGES ON awsdms_control.* TO '<user acct>'@'%';                 
             

• 全ロード移行フェーズ中、ターゲットテーブルで外部キーを無効にする必要があります。フルロード中
に MySQL 互換データベースの外部キーチェックを無効にするには、AWS DMSターゲットエンドポイ
ントのコンソールの「Extra connection attributes」セクションに次のコマンドを追加します。

Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

• データベースパラメータ local_infile = 1 を設定して、AWS DMS がターゲットデータベースに
データをロードできるようにします。

AWS Database Migration Service のターゲットとして MySQL 互
換データベースを使用する場合の制限
MySQL データベースをターゲットとして使用する場合、AWS DMS では以下のものがサポートされませ
ん。

• データ定義言語 (DDL) ステートメント: TRUNCATE PARTITION、DROP TABLE、RENAME TABLE。
• ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name ステートメントを使用して、テーブルの先

頭または中間に列を追加します。
• 全ロードタスク時に MySQL 互換ターゲットにデータをロードすると、AWS DMS はタスクログで重複

するキーエラーを報告しません。これは、MySQL が CSV ロードデータを処理する方法のためです。
• 列の値を既存の値に更新すると、MySQL 互換データベースにより 0 rows affected 警告が返されま

す。この動作は技術的にはエラーではありませんが、他のデータベースエンジンによって状況が処理さ
れる方法とは異なります。たとえば、Oracle は 1 行の更新を実行します。MySQL 互換データベースの
場合、AWS DMS は awsdms_apply_exceptions 制御テーブルにエントリが生成され、以下の警告がログ
記録されます。

Some changes from the source database had no impact when applied to
the target database. See awsdms_apply_exceptions table for details.                     
                 

• MySQL バージョン 5.6 と互換性がある Amazon Aurora バージョン 1 のターゲットとして Aurora 
Serverless が利用可能です。MySQL バージョン 5.7 と互換性がある Amazon Aurora バージョン 2 の
ターゲットとして Aurora Serverless が利用可能です。(MySQL 5.7 と互換性がある Aurora Serverless 
を使用できるようにするには、Aurora MySQL バージョン 2.07.1 を選択します。) Aurora Serverless DB 
クラスターの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora Serverless の使用」
をご参照ください。

• AWS DMSインスタンスが書き込み可能モード、read_onlyinnodb_read_onlyつまりおよびパラ
メータがまたはに設定されている場合を除き、Aurora0 または Amazon RDS のリーダーエンドポイント
の使用はサポートされませんOFF。ターゲットとして Amazon RDS と Aurora を使用する方法について
は、以下を参照してください。
• 接続先の DB インスタンスの確認
• MySQL でのリードレプリカの更新

のターゲットとして MySQL 互換データベースの使用時のエンド
ポイントの設定AWS DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加接続属性の使用と同様に、MySQL 互換ターゲットデータベー
スを設定できます。AWS DMSコンソールを使用してターゲットエンドポイントを作成するとき、また
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は--my-sql-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS 
CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

次の表に、MySQL ターゲットとして使用できるエンドポイントの設定を示します。

名前 説明

TargetDbType ソーステーブルを移行するターゲット上の場所 (1 つのデー
タベースか複数のデータベースか) を指定します。AWS 
CLI または AWS Management Console を指定した場合
に、SPECIFIC_DATABASE　を使用する場合は、データベー
ス名を指定する必要があります。

デフォルト値: MULTIPLE_DATABASES

有効な値: {SPECIFIC_DATABASE, MULTIPLE_DATABASES}

例: --my-sql-settings '{"TargetDbType": 
"MULTIPLE_DATABASES"}'

ParallelLoadThreads データを MySQL 互換ターゲットデータベースにロードする
際のパフォーマンスが向上します。データを MySQL 互換
ターゲットデータベースにロードする際に使用するスレッ
ドの数を指定します。スレッドごとに別個の接続が必要に
なるため、スレッド数を大きく設定するとデータベースのパ
フォーマンスに悪影響を生じる場合があります。

デフォルト値: 1

有効な値: 1〜5

例: --my-sql-settings '{"ParallelLoadThreads": 
1}'

AfterConnectScript AWS DMS がエンドポイントに接続した直後に実行するスク
リプトを指定します。

たとえば、MySQL 互換のターゲットが、受信したステートメ
ントを latin1 文字セット (データベースのデフォルトのコンパ
イル済み文字セット) に変換するように指定できます。この
パラメータでは通常、UTF8 クライアントからの変換時にパ
フォーマンスが向上します。

例: --my-sql-settings '{"AfterConnectScript": 
"SET character_set_connection='latin1'"}'

MaxFileSize MySQL 互換データベースへのデータ転送に使用される .csv 
ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。

デフォルト値: 32768 KB (32 MB)

有効な値: 1～1,048,576

--my-sql-settings '{"MaxFileSize": 512}'

CleanSrcMetadataOnMismatch 不一致が発生すると、レプリケーションインスタンスのテー
ブルメタデータ情報をクリーンアップして再作成します。例: 
テーブルの ALTER DDL ステートメントを実行する場合、レ
プリケーションインスタンスにキャッシュされているテーブ
ルに関する情報が変更される場合があります。Boolean。
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名前 説明
デフォルト値: false

例: --my-sql-settings 
'{"CleanSrcMetadataOnMismatch": false}'

追加接続属性を使用して、MySQL 互換ターゲットデータベースを設定できます。

次の表に、MySQL ターゲットとして使用できる追加接続属性を示します。

名前 説明

Initstmt=SET 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

外部キーチェックを無効にします。

例: --extra-connection-attributes "Initstmt=SET 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;"

Initstmt=SET time_zone ターゲット MySQL 互換データベースのタイムゾーンを指定
します。

デフォルト値: UTC

有効な値:ターゲット MySQL データベースで使用可能なタイ
ムゾーン名。

例: --extra-connection-attributes "Initstmt=SET 
time_zone=US/Pacific;"

または、AfterConnectScript--my-sql-settingsコマンドのパラメーターを使用して外部キー
チェックを無効にし、データベースのタイムゾーンを指定することもできます。

MySQL のターゲットデータ型
次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる MySQL データベースのターゲットデータ型
と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

AWS DMS データ型 MySQL のデータ型

BOOLEAN BOOLEAN

BYTES 長さが 1 〜 65,535 の場合、VARBINARY (長さ) を
使用します。

長さが 65,536 〜 2,147,483,647 の場
合、LONGLOB を使用します。

DATE DATE

TIME TIME

タイムスタンプ "スケールが 0 以上、6 以下の場合: DATETIME 
(Scale)
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AWS DMS データ型 MySQL のデータ型
スケールが 7 以上、9 以下の場合: VARCHAR (37)"

INT1 TINYINT

INT2 SMALLINT

INT4 INTEGER

INT8 BIGINT

NUMERIC DECIMAL (p,s)

REAL4 FLOAT

REAL8 DOUBLE PRECISION

STRING 長さが 1 ～ 21,845 の場合、VARCHAR (長さ) を使
用します。

長さが 21,846 ～ 2,147,483,647 の場
合、LONGTEXT を使用します。

UINT1 UNSIGNED TINYINT

UINT2 UNSIGNED SMALLINT

UINT4 UNSIGNED INTEGER

UINT8 UNSIGNED BIGINT

WSTRING 長さが 1 ～ 32,767 の場合、VARCHAR (長さ) を使
用します。

長さが 32,768 ～ 2,147,483,647 の場
合、LONGTEXT を使用します。

BLOB 長さが 1 ～ 65,535 の場合、BLOB を使用します。

長さが 65,536 ～ 2,147,483,647 の場
合、LONGBLOB を使用します。

長さが 0 の場合、LONGBLOB (LOB を完全にサ
ポート) を使用します。

NCLOB 長さが 1 ～ 65,535 の場合、TEXT を使用します。

長さが 65,536 ～ 2,147,483,647 の場
合、CHARACTER SET が ucs2 の LONGTEXT を
使用します。

長さが 0 の場合、ucs2 が CHARACTER SET の 
LONGTEXT (LOB を完全にサポート) を使用しま
す。
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AWS DMS データ型 MySQL のデータ型

CLOB 長さが 1 ～ 65,535 の場合、TEXT を使用します。

長さが 65,536 ～ 2147483647 の場
合、LONGTEXT を使用します。

長さが 0 の場合、LONGTEXT (LOB を完全にサ
ポート) を使用します。

AWS Database Migration Service のターゲットとして
の Amazon Redshift データベースの使用
AWS Database Migration Service を使用して Amazon Redshift データベースにデータを移行できま
す。Amazon Redshift は、 クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサー
ビスです。ターゲットとして Amazon Redshift データベースを使用すると、サポートされている他のすべ
てのソースデータベースからデータを移行できます。

Amazon Redshift クラスターは、レプリケーション インスタンスと同じ AWS アカウントと同じ AWS 
リージョンに存在している必要があります。

Amazon Redshift へのデータベース移行中、AWS DMS はまずデータを Amazon S3 バケットに移動し
ます。ファイルが Amazon S3 バケットに移動されると、AWS DMS はそれらのファイルを Amazon 
Redshift データウェアハウス内の適切なテーブルに転送します。AWS DMS は S3 バケットを Amazon 
Redshift データベースと同じ AWS リージョンに作成します。AWS DMS レプリケーション インスタンス
はその同じ AWS リージョンに存在している必要があります。

AWS CLI または DMS API を使用してデータを Amazon Redshift に移行する場合、S3 アクセスを許可す
るように AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを設定します。この IAM ロールの作成に関
する詳細については、「AWS CLI と AWS DMS API で使用する IAM ロールの作成 (p. 683)」をご参照く
ださい。

Amazon Redshift エンドポイントは、以下の完全なオートメーションを行います。

• スキーマ生成およびデータ型マッピング
• ソースデータベーステーブルの全ロード
• ソーステーブルに加えられた変更の増分ロード
• ソーステーブルに加えられたスキーマ変更のデータ定義言語 (DDL) での適用
• 全ロードプロセスと変更データキャプチャ (CDC) プロセスの間の同期

AWS Database Migration Service では、全ロードオペレーションと変更処理オペレーションの両方がサ
ポートされています。AWS DMS は、ソースデータベースからデータを読み取り、一連のカンマ区切り値 
(.csv) ファイルを作成します。全ロードオペレーションの場合、AWS DMS はテーブルごとにファイルを
作成し、次に、AWS DMS は各テーブルのテーブルファイルを Amazon S3 内の別個のフォルダにコピー
します。ファイルが Amazon S3 にアップロードされると、AWS DMS がコピーコマンドを送信し、ファ
イル内のデータが Amazon Redshift にコピーされます。変更処理オペレーションの場合、AWS DMS は差
分変更を .csv ファイルにコピーします。その後、AWS DMS は差分変更ファイルを Amazon S3 にアップ
ロードし、データを Amazon Redshift にコピーします。

AWS DMS のターゲットとしての Amazon Redshift の使用の詳細については、以下のセクションをご参照
ください：

トピック
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• AWS Database Migration Service のターゲットとして Amazon Redshift データベースを使用する場合
の前提条件 (p. 351)

• ターゲットとして Redshift を使用するために必要な権限 (p. 351)
• AWS Database Migration Service のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合の制

限 (p. 352)
• AWS Database Migration Service のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの設

定 (p. 353)
• Amazon Redshift で拡張された VPC ルーティングを AWS Database Migration Service のターゲット

として使用する (p. 354)
• Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する AWS KMS キーの作成と使用 (p. 354)
• AWS DMS のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合のエンドポイントの設定 (p. 357)
• データ暗号化キーと Amazon S3 バケットを中間ストレージとして使用する (p. 360)
• Amazon Redshift のマルチスレッドタスク設定 (p. 362)
• Amazon Redshift のターゲットデータ型 (p. 363)

AWS Database Migration Service のターゲットとして Amazon 
Redshift データベースを使用する場合の前提条件
以下のリストでは、データ移行のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合に必要な前提条件に
ついて説明します。

• Amazon Redshift クラスターを起動するには、AWS マネジメントコンソールを使用します。AWS アカ
ウントと Amazon Redshift クラスターに関するパスワード、ユーザー名、データベース名など基本的な
情報を書き留めます。これらの値は、Amazon Redshift ターゲット エンドポイントを作成するときに必
要になります。

• Amazon Redshift クラスターは、レプリケーション インスタンスと同じ AWS アカウントと同じ AWS 
リージョンに存在している必要があります。

• AWS DMS レプリケーション インスタンスには、クラスターで使用される Amazon Redshift エンドポイ
ント (ホスト名とポート) へのネットワーク接続が必要です。

• AWS DMS は Amazon S3 バケットを使用してデータを Amazon Redshift データベースに転送しま
す。AWS DMS がバケットを作成できるようにするため、コンソールは IAM ロール dms-access-
for-endpoint を使用します。AWS CLI または DMS API を使用して、ターゲットデータベースとして 
Amazon Redshiftを使用したデータベース移行を作成する場合、この IAM ロールを作成する必要があり
ます。このロールの作成に関する詳細については、「AWS CLI と AWS DMS API で使用する IAM ロー
ルの作成 (p. 683)」をご参照ください。

• AWS DMS は、ターゲットの Amazon Redshift インスタンスで BLOB、および CLOB、Nを VARCHAR 
に変換します。Amazon Redshift では、64 KB を超える VARCHAR のデータ型がサポートされていない
ため、従来の LOB を Amazon Redshift に保存することはできません。

• ターゲットメタデータタスクの設定をtrue for BatchApplyEnabled (p. 507)AWS DMSに設定して、が 
CDC 中に Amazon Redshift ターゲットテーブルへの変更を処理できるようにします。ソーステーブル
とターゲットテーブルの両方にプライマリキーが必要です。プライマリキーがない場合、変更はステー
トメントによって適用されます。また、ターゲットレイテンシーを引き起こし、クラスターコミット
キューに影響を与えるため、CDC 中のタスクのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

ターゲットとして Redshift を使用するために必要な権限
GRANT コマンドを使用して、ユーザーまたはユーザー グループのアクセス権限を定義します。権限に
は、テーブルとビューのデータの読み取り、データの書き込み、テーブルの作成など、アクセスオプショ
ンが含まれます。Amazon Redshift での GRANT 使用についての詳細は、Amazon Redshift データベース 
デベロッパー ガイド の「GRANT」をご参照ください。
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Amazon Redshift テーブルおよびビューに対するテーブルまたは、データベース、スキーマ、関数、プロ
シージャ、言語レベルの権限に対する特定の権限を付与する構文を次に示します。

GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] } 
    ON { [ TABLE ] table_name [, ...] | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] } 
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { { CREATE | TEMPORARY | TEMP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] } 
    ON DATABASE db_name [, ...] 
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { { CREATE | USAGE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] } 
    ON SCHEMA schema_name [, ...] 
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] } 
    ON { FUNCTION function_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...] | ALL FUNCTIONS 
 IN SCHEMA schema_name [, ...] } 
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] } 
    ON { PROCEDURE procedure_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...] | ALL 
 PROCEDURES IN SCHEMA schema_name [, ...] } 
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT USAGE  
    ON LANGUAGE language_name [, ...] 
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]              

Amazon Redshift テーブルとビューに対する列レベルの権限の構文を次に示します。

GRANT { { SELECT | UPDATE } ( column_name [, ...] ) [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] 
 ( column_name [,...] ) } 
     ON { [ TABLE ] table_name [, ...] } 
     TO { username | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]             

次に、指定されたロールを持つユーザーおよびグループに付与される ASSUMEROLE 権限の構文を示しま
す。

GRANT ASSUMEROLE 
    ON { 'iam_role' [, ...] | ALL } 
    TO { username | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...] 
    FOR { ALL | COPY | UNLOAD } [, ...]     

AWS Database Migration Service のターゲットとして Amazon 
Redshift を使用する場合の制限
ターゲットとして Amazon Redshift データベースを使用する場合、以下の制限が適用されます：

• Amazon Redshift ターゲットの中間ストレージとして使用する S3 バケットのバージョニングを有効に
しないでください。S3 のバージョン管理が必要な場合は、ライフサイクルポリシーを使用して古いバー
ジョンを積極的に削除してください。そうしないと、S3list-object コールのタイムアウトが原因
で、エンドポイントのテスト接続が失敗する可能性があります。S3 バケットのライフサイクルポリシー
を作成するには、「ストレージライフサイクルの管理」を参照してください。S3 オブジェクトのバー
ジョンを削除するには、「バージョニングが有効なバケットからのオブジェクトバージョンの削除」を
参照してください。

• 以下の DDL はサポートされていません。
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ALTER TABLE table name MODIFY COLUMN column name data type;
 

• AWS DMS は、名前がアンダースコア (_) で始まるスキーマへの変更を移行またはレプリケートできま
せん。名前がアンダースコアで始まるスキーマがある場合は、マッピング変換を使用してターゲットで
スキーマの名前を変更してください。

• Amazon Redshift は 64 KB より大きい VARCHAR をサポートしていません。従来のデータベースからの 
LOB を Amazon Redshift に保存することはできません。

• 複数の列のプライマリキーを持つテーブルへの DELETE ステートメントの適用は、プライマリキーの列
名で予約語が使用されている場合にはサポートされません。Amazon Redshift の予約語の一覧はここを
ご参照ください。

• ソースシステムがソーステーブルのプライマリ キーに対して UPDATE 操作を実行すると、パフォーマ
ンスの問題が発生することがあります。これらのパフォーマンスの問題は、ターゲットに変更を適用す
るときに発生します。これは、UPDATE (および DELETE) オペレーションは、ターゲット行を識別する
ためにプライマリ キーの値に依存するためです。ソーステーブルのプライマリ キーを更新すると、タス
クログに次のようなメッセージが表示されます。

Update on table 1 changes PK to a PK that was previously updated in the same bulk update.

• DMS は Redshift クラスターのエンドポイントを構成するときにカスタム DNS 名をサポートしないた
め、Amazon が提供する DNS 名を使用する必要があります。Amazon Redshift クラスターはレプリケー
ション インスタンスと同じ AWS アカウントとリージョンにある必要があるため、カスタム DNS エン
ドポイントを使用すると検証が失敗します。

• Amazon Redshift には、デフォルトで 4 時間のアイドルセッションタイムアウトがあります。DMS レ
プリケーションタスク内にアクティビティがない場合、Redshift は 4 時間後にセッションを切断しま
す。DMS が接続できず、再起動が必要になる可能性があるため、エラーが発生する可能性があります。
回避策として、DMS レプリケーションユーザの SESSION TIMEOUT 制限を 4 時間より大きく設定して
ください。または、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの ALTER USER の説明を参照してく
ださい。

• AWS DMSプライマリキーまたはユニークキーなしでソーステーブルデータをレプリケートする
と、CDC のレイテンシーが高くなり、パフォーマンスが許容できないレベルになる可能性があります。

AWS Database Migration Service のターゲットとしての Amazon 
Redshift データベースの設定
Amazon Redshift インスタンスを使用できるように AWS Database Migration Service を設定する必要があ
ります。以下の表では、Amazon Redshift エンドポイントに使用できる設定プロパティについて説明しま
す。

プロパティ 説明

server 使用している Amazon Redshift クラスターの名前。

ポート Amazon Redshift のポート番号。デフォルト値は 5439 です。

username 登録済みユーザーの Amazon Redshift ユーザー名。

password username プロパティで指定されたユーザーのパスワード。

データベース 使用する Amazon Redshift データウェアハウス (サービス) の名前。

Amazon Redshift エンドポイントに追加の接続文字列属性を追加する場合、 maxFileSize 属性と
fileTransferUploadStreams 属性を指定できます。これらの属性の詳細については、「AWS DMS の
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ターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合のエンドポイントの設定 (p. 357)」をご参照くださ
い。

Amazon Redshift で拡張された VPC ルーティングを AWS 
Database Migration Service のターゲットとして使用する
Amazon Redshift ターゲットで拡張された VPC のルーティングを使用すると、Amazon Redshift クラス
ターとデータリポジトリ間のすべての COPY トラフィックは VPC を介します。拡張された VPC ルーティ
ングは、他のリソースに Amazon Redshift がアクセスする方法に影響を与えるため、VPC を正しく設定し
ていないと、COPY コマンドが失敗することがあります。

AWS DMS がこの動作の影響を受けることがあるのは、COPY コマンドを使用して S3 内のデータを 
Amazon Redshift クラスターに移動するためです。

以下に示しているのは、AWS DMS が Amazon Redshift ターゲットにデータをロードするステップです。

1. AWS DMS がソースからレプリケーションサーバー上の .csv ファイルにデータをコピーします。
2. AWS DMS が AWS SDK を使用してアカウントの S3 バケットに .csv ファイルをコピーします。
3. AWS DMS がその後、Amazon Redshift で COPY コマンドを使用して、S3 内の .csv ファイルから 

Amazon Redshift 内の該当するテーブルにデータをコピーします。

拡張された VPC ルーティングが有効でない場合、Amazon Redshift は AWS ネットワーク内のその他の
サービスなどへのトラフィックを、インターネット経由でルーティングします。この機能が有効でない場
合は、ネットワークパスを設定する必要はありません。この機能が有効な場合は、クラスターの VPC と
データリソースとの間のネットワークパスを別に作成する必要があります。必要な設定の詳細について
は、Amazon Redshift のドキュメントの「拡張された VPC ルーティング」をご参照ください。

Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する AWS KMS キー
の作成と使用
ターゲットデータが Amazon Redshift にコピーされる前に、Amazon S3 にプッシュされるターゲットデー
タを暗号化できます。このため、カスタム AWS KMS キーを作成して使用できます。Amazon Redshift 
ターゲット エンドポイント作成時に次のいずれかのメカニズムを使用して、ターゲットデータを暗号化す
るために作成したキーを使用できます。

• AWS CLI を使用して create-endpoint コマンドを実行するとき、次のオプションを使用します。

--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_KMS", "ServerSideEncryptionKmsKeyId": "your-
kms-key-ARN"}'

ここで your-kms-key-ARN とは、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。詳細について
は、「データ暗号化キーと Amazon S3 バケットを中間ストレージとして使用する (p. 360)」をご参照
ください。

• 値 (SSE_KMS) に追加の接続属性 (encryptionMode) を設定し、KMS キーの ARN に追加の接続属性 
(serverSideEncryptionKmsKeyId) を設定します。詳細については、「AWS DMS のターゲットと
して Amazon Redshift を使用する場合のエンドポイントの設定 (p. 357)」をご参照ください。

KMS キーを使用して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化するには、Amazon Redshift データにア
クセスする権限がある AWS Identity and Access Management (IAM) ロールが必要です。次に、この IAM 
ロールは作成した暗号化キーに添付されるポリシー (キーポリシー) にアクセスします。これは、IAM コン
ソールで次を作成して実行します：

• AWS が管理するポリシーがある IAM ロールです。
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• このロールを参照するキーポリシーがある KMS キーです。

以下の手順でこれを行う方法について説明します。

必要な AWS 管理ポリシーで IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。[ロール] ページが開きます。
3. [Create role] (ロールの作成) を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページが開きます。
4. 信頼されたエンティティとして選択された AWS サービス で、ロールを使用するサービスとして DMS

を選択します。
5. [Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択します。[Attach permissions policies (アクセス権限ポ

リシーをアタッチする)] ページが表示されます。
6. AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーを見つけて選択します。
7. [Next:Tags](次へ: タグ) を選択します。タグの追加 ページが表示されます。ここでは、任意のタグを

追加することができます。
8. [Next: Review (次の手順: 確認)] を選択し、結果を確認します。
9. 必要な設定が構成されている場合にはロールに名前 (DMS-Redshift-endpoint-access-role な

ど) および追加の説明を入力し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。[ロール] ページが開き、
ロールが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

DMS-Redshift-endpoint-access-role を使用したデータ移行のターゲットとして使用するように 
Amazon Redshiftデータベースを設定します。

IAM ロールを参照するキーポリシーがあるAWS KMS暗号化キーを作成するには

Note

AWS DMS と AWS KMS 暗号化キーの連携について詳しくは、「暗号化キーの設定と AWS KMS 
のアクセス許可の指定 (p. 702)」をご参照ください。

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール 
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
4. [Create key] (キーの作成) を選択します。[キーの設定] ページが開きます。
5. [キーの種類] で、[対称] を選択します。

Note

このキーを作成する場合、Amazon Redshift などすべての AWS サービスでは対称暗号化
キーのみを使用できるため、作成できるのは対称キーのみです。

6. [アドバンスドオプション] を選択します。[キーマテリアルのオリジン] で、[KMS] が選択されている
ことを確認し、[次へ] を選択します。[ラベルの追加] ページが開きます。

7. [エイリアスと説明の作成] で、キーのエイリアス (DMS-Redshift-endpoint-encryption-key な
ど) と追加の説明を入力します。

8. [タグ] で、キーを識別してその使用状況を追跡するために役立つ任意のタグを追加したら、[次へ] を
選択します。[キー管理アクセス許可の定義] ページが開き、選択できるユーザーおよびロールの一覧
が表示されます。

9. キーを管理するユーザーおよびロールを追加します。このユーザーとロールにキーを管理するために
必要な権限があることを確認してください。
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10. [キーの削除] で、キー管理者がそのキーを削除できるかどうかを選択したら、[次へ] を選択します。
[キーの使用アクセス許可の定義] ページが開き、選択できる追加のユーザーおよびロールの一覧が表
示されます。

11. [This account] (このアカウント) で、Amazon Redshift ターゲットに対して暗号化オペレーションを実
行できるユーザーを選択します。また、[Roles] (ロール) で以前に作成したロールを選択して、DMS-
Redshift-endpoint-access-role などの Amazon Redshift ターゲットオブジェクトを暗号化す
るためのアクセスを有効化します。

12. リストにない他のアカウントに同じアクセス権限を付与するには、[他の AWS アカウント] で [別の 
AWS アカウントを追加する]、[次へ] の順に選択します。[キーポリシーの表示と編集] ページが開き、
既存の JSON に入力して表示および編集できるキーポリシーの JSON が表示されます。ここでは、
前のステップで選択したロールおよびユーザー (例えば、Admin と User1) を参照するキーポリシー
を表示できます。また、次の例に示すように、異なるプリンシパル (ユーザーとロール) に許可される
別々のキーアクションも確認できます。

{ 
  "Id": "key-consolepolicy-3", 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::111122223333:root" 
        ] 
      }, 
      "Action": "kms:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Create*", 
        "kms:Describe*", 
        "kms:Enable*", 
        "kms:List*", 
        "kms:Put*", 
        "kms:Update*", 
        "kms:Revoke*", 
        "kms:Disable*", 
        "kms:Get*", 
        "kms:Delete*", 
        "kms:TagResource", 
        "kms:UntagResource", 
        "kms:ScheduleKeyDeletion", 
        "kms:CancelKeyDeletion" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow use of the key", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-Redshift-endpoint-access-role", 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
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          "arn:aws:iam::111122223333:role/User1" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:DescribeKey" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow attachment of persistent resources", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-Redshift-endpoint-access-role", 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/User1" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:CreateGrant", 
        "kms:ListGrants", 
        "kms:RevokeGrant" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Bool": { 
          "kms:GrantIsForAWSResource": true 
        } 
      } 
    } 
  ]

13. [Finish] (終了) を選択します。[Encryption keys] (暗号化キー) ページが開き、AWS KMS key が作成さ
れたことを示すメッセージが表示されます。

これで、指定したエイリアス (DMS-Redshift-endpoint-encryption-key など) を使用する新しい 
KMS キーが作成されました。このキーによって AWS DMS は Amazon Redshift ターゲットデータを暗号
化できます。

AWS DMS のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場
合のエンドポイントの設定
エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用と同様に、Amazon Redshift ターゲットデータ
ベースを設定できます。AWS DMSコンソールを使用してターゲットエンドポイントを作成するとき、ま
たは--redshift-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint
AWS CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

次の表に、Amazon Redshift をターゲットとして使用できるエンドポイントの設定を示します。

名前 説明

MaxFileSize Amazon Redshift へのデータ転送に使用される .csv ファイル
の最大サイズ (KB 単位) を指定します。

デフォルト値: 32768 KB (32 MB)

有効な値: 1～1,048,576
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名前 説明
例: --redshift-settings '{"MaxFileSize": 512}'

FileTransferUploadStreams 1 つのファイルをアップロードするのに使用されるスレッド
の数を指定します。

デフォルト値: 10

有効な値: 1～64

例: --redshift-settings 
'{"FileTransferUploadStreams": 20}'

Acceptanydate 0000-00-00 などの無効な日付形式を含む、あらゆる日付形式
を受け入れるかどうかを指定します。ブール値。

デフォルト値: false

有効な値: true | false

例: --redshift-settings '{"Acceptanydate": 
true}'

Dateformat 日付形式を指定します。これは、文字列入力であり、デ
フォルトでは空です。デフォルトの形式は、YYYY-MM-DD 
ですが、DD-MM-YYYY などに変更できます。日の値また
は時間の値で異なる形式が使用される場合、Dateformat
パラメータとともに auto 引数を使用します。auto 引数
は、Dateformat 文字列を使用する場合にサポートされない
形式を認識します。auto キーワードでは大文字小文字を区
別します。

デフォルト値: 空

有効な値:"###########" またはauto

例: --redshift-settings '{"Dateformat": 
"auto"}'

Timeformat 時間形式を指定します。これは、文字列入力であり、デ
フォルトでは空です。auto 引数は、Timeformat 文字列
を使用する場合にサポートされない形式を認識します。日
の値および時間の値でそれぞれ異なる形式が使用される場
合、Timeformat パラメータとともに auto 引数を使用しま
す。

デフォルト値: 10

有効な値:"TimeFormat_String" |「auto」|「エポック秒」|
「エポックミリ秒」

例: --redshift-settings '{"Timeformat": 
"auto"}'
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名前 説明

Emptyasnull AWS DMS が空の CHAR および VARCHAR フィールドを 
null として移行するかどうかを指定します。値が true の場
合、空の CHAR および VARCHAR フィールドが null として
設定されます。

デフォルト値: false

有効な値: true | false

例: --redshift-settings '{"Emptyasnull": true}'

TruncateColumns 列の仕様に合うよう、該当する文字数で列のデータを切り捨
てます。データ型が VARCHAR または CHAR の列、および
サイズが 4 MB 以下の行にのみ適用されます。

デフォルト値: false

有効な値: true | false

例: --redshift-settings '{"TruncateColumns": 
true}'

RemoveQuotes 入力データの文字列を囲む引用符を削除します。区切り記
号を含む引用符内のすべての文字は保持されます。Amazon 
Redshift ターゲットの引用符を削除する詳細については、
「Amazon Redshift データベース デベロッパーガイド」をご
参照ください。

デフォルト値: false

有効な値: true | false

例: --redshift-settings '{"RemoveQuotes": 
true}'

TrimBlanks VARCHAR 文字列から末尾の空白文字を削除します。このパ
ラメータは VARCHAR データ型の列にのみ適用されます。

デフォルト値: false

有効な値: true | false

例: --redshift-settings '{"TrimBlanks": true}'
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名前 説明

EncryptionMode データが Amazon Redshift にコピーされる前に S3 にデータ
をプッシュするために使用するサーバー側の暗号化モードを
指定します。有効な値は、SSE_S3 (S3 サーバー側の暗号化) 
または SSE_KMS (KMS キーの暗号化) です。SSE_KMS を選択
する場合、暗号化のために使用する KMS キーの Amazon リ
ソースネーム (ARN) に ServerSideEncryptionKmsKeyId
パラメータを設定します。

Note

CLImodify-endpoint コマンドを使用し
て、EncryptionModeSSE_KMS既存のエンドポ
イントの設定値をからに変更することもできま
すSSE_S3。ただし、EncryptionModeSSE_S3値を
からに変更することはできませんSSE_KMS。

デフォルト値: SSE_S3

有効な値: SSE_S3 または SSE_KMS

例: --redshift-settings '{"EncryptionMode": 
"SSE_S3"}'

ServerSideEncryptionKmsKeyId SSE_KMS に EncryptionModeを設定する場合、KMS キーの 
ARN にこのパラメータを設定します。アカウントに作成した 
AWS KMS キーのリスト内でキーエイリアスを選択すると、
この ARN が見つかります。キーを作成するとき、特定のポ
リシーとロールをこのキーに関連付ける必要があります。詳
細については、「Amazon Redshift ターゲットデータを暗号
化する AWS KMS キーの作成と使用 (p. 354)」を参照して
ください。

例: --redshift-settings 
'{"ServerSideEncryptionKmsKeyId":"arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/11a1a1a1-aaaa-9999-
abab-2bbbbbb222a2"}'

EnableParallelBatchInMemoryCSVFilesParallelLoadThreads のタスク設定を
使用する際、この属性を false に設定しま
す。EnableParallelBatchInMemoryCSVFilesこの設定
は、DMS がメモリではなくディスクに書き込むことにより、
大規模なマルチスレッドの全ロードタスクのパフォーマンス
を向上させます。デフォルト値は true です。

CompressCsvFile この属性を使用して、移行中に Amazon Redshift ターゲット
に送信されるデータを圧縮します。デフォルト値はでtrue、
圧縮はデフォルトで有効になっています。

データ暗号化キーと Amazon S3 バケットを中間ストレージとし
て使用する
Amazon Redshift ターゲット エンドポイント設定を使用して、以下を設定できます：

• カスタム AWS KMS データ暗号化キー。その後、このキーを使用して、データが Amazon Redshift にコ
ピーされる前に、Amazon S3 にプッシュされるデータを暗号化できます。
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• Amazon Redshift に移行するデータ用の中間ストレージとしてのカスタム S3 バケット。
• ブール値を PostgreSQL ソースのブール値としてマップします。デフォルトでは、ブール型

は varchar (1) として移行されます。次の例に示すように、Redshift ターゲットがブール型を 
booleanMapBooleanAsBoolean 型に移行するように指定できます。

--redshift-settings '{"MapBooleanAsBoolean": true}'

データ暗号化に対する KMS キー設定
次の例では、S3 にプッシュされるデータを暗号化するカスタム KMS キーの設定を示しています。開始す
るには、AWS CLI で次の create-endpoint 呼び出しを行う場合があります。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier redshift-target-endpoint --endpoint-type 
 target  
--engine-name redshift --username your-username --password your-password 
--server-name your-server-name --port 5439 --database-name your-db-name 
--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_KMS",  
"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/24c3c5a1-f34a-4519-
a85b-2debbef226d1"}'

ここでは、--redshift-settings オプションで指定される JSON オブジェクトは 2 つのパラメー
タを定義します。1 つは、値が SSE_KMS の EncryptionMode パラメータです。もう 1 つは、値が
arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/24c3c5a1-f34a-4519-a85b-2debbef226d1 の
ServerSideEncryptionKmsKeyId パラメータです。この値は、カスタム KMS キーの Amazon リソー
スネーム (ARN) です。

デフォルトでは、S3 データ暗号化は S3 サーバー側の暗号化を使用して行われます。前述の例の Amazon 
Redshift ターゲットの場合、次の例に示すように、これはそのエンドポイント設定を指定することと同様
です。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier redshift-target-endpoint --endpoint-type 
 target  
--engine-name redshift --username your-username --password your-password 
--server-name your-server-name --port 5439 --database-name your-db-name 
--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_S3"}'

S3 サーバー側の暗号化の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド の「サーバー
側の暗号化を使用したデータの保護」をご参照ください。

Note

CLI modify-endpoint コマンドを使用して、既存のエンドポイントの EncryptionMode のパ
ラメータ値を SSE_KMS から SSE_S3 に変更するすることもできます。しかし EncryptionMode
の値を SSE_S3 から SSE_KMS に変えることはできません。

Amazon S3 バケットのセットアップ
Amazon Redshift ターゲットエンドポイントにデータを移行する際、AWS DMS はデフォルトの Amazon 
S3 バケットを中間タスクストレージとして使用し、その後移行されたデータを Amazon Redshift にコ
ピーします。例えば、AWS KMSデータ暗号化キーを使用した Amazon Redshift ターゲットエンドポイン
トの作成例では、このデフォルトの S3 バケットが使用されています (を参照データ暗号化に対する KMS 
キー設定 (p. 361))。

代わりに、この中間ストレージにカスタム S3 バケットを指定することもできます。これを行うに
は、AWS CLI create-endpoint コマンドで --redshift-settings オプションの値に次のパラメー
タを含めます。

• BucketName - S3 バケットストレージの名前として指定する文字列。
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• BucketFolder - (オプション) 指定された S3 バケットのストレージフォルダー名として指定できる文
字列。

• ServiceAccessRoleArn - S3 バケットへの管理アクセスを許可する IAM ロールの ARN。一般的に、
AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーに基づいてこのロールを作成します。例については、Amazon 
Redshift ターゲットデータを暗号化する AWS KMS キーの作成と使用 (p. 354) で、必要な AWS が管
理するポリシーを持つ IAM ロールの作成手順 をご参照ください。

Note

create-endpoint コマンドの --service-access-role-arn オプションを使用して別の 
IAM ロールの ARN を指定した場合、その IAM ロールオプションが優先されます。

以下の例では、これらのパラメータを使用して、AWS CLI を使用した以下の create-endpoint コール
でカスタム Amazon S3 バケットを指定しています。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier redshift-target-endpoint --endpoint-type 
 target  
--engine-name redshift --username your-username --password your-password 
--server-name your-server-name --port 5439 --database-name your-db-name 
--redshift-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN",  
"BucketName": "your-bucket-name", "BucketFolder": "your-bucket-folder-name"}'

Amazon Redshift のマルチスレッドタスク設定
マルチスレッドタスク設定を使用して Amazon Redshift ターゲット エンドポイントの全ロードと変更デー
タ キャプチャ (CDC) タスクのパフォーマンスを向上させることができます。これを行うには、同時ス
レッドの数とバッファに保存するレコード数を指定できます。

Amazon Redshift でのマルチスレッド全ロードタスク設定

全負荷のパフォーマンスを促進するには、以下の ParallelLoad* タスク設定を使用します:

• ParallelLoadThreads – データレコードを Amazon Redshift ターゲットエンドポイントにプッシュ
するために全ロード中に DMS が使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 で、最大
値は 32 です。詳細については、「全ロードタスク設定 (p. 496)」を参照してください。

ParallelLoadThreads タスク設定を使用する際、enableParallelBatchInMemoryCSVFiles 属
性を false に設定することができます。この属性は、DMS がメモリではなくディスクに書き込むこと
により、大規模なマルチスレッドの全ロードタスクのパフォーマンスを向上させます。デフォルト値は
true です。

• ParallelLoadBufferSize — Redshift ターゲットで並列ロード スレッドを使用しているときの最大
データレコード要求を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは 
ParallelLoadThreads > 1 (1 より大きい) 場合に使用することをお勧めします。

Note

AWS DMS バージョン 3.4.5 以降では、全ロード中に Amazon Redshift ターゲット エンドポイン
トに対して、ParallelLoad* タスク設定の使用がサポートされています。
ReplaceInvalidChars Redshift エンドポイント設定は、変更データ キャプチャ (CDC) 中ま
たは並列ロードが有効な全ロード移行タスク中での使用には対応していません。並列ロードが有
効でない場合、全ロード移行でサポートされます。詳細については、AWS Database Migration 
ServiceAPI RedshiftSettingsリファレンスのを参照してください。

Amazon Redshift のマルチスレッド CDC タスク設定

CDC のパフォーマンスを向上させるため、以下の ParallelApply* タスク設定を使用できます:
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• ParallelApplyThreads – データレコードを Amazon Redshift ターゲット エンドポイントにプッシュ
するために CDC ロード中に AWS DMS が使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 
で、最大値は 32 です。最小推奨値は、クラスター内のスライス数です。

• ParallelApplyBufferSize — Redshift ターゲットで並列適用スレッドを使用しているときの最大
データレコード要求を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは 
ParallelApplyThreads > 1 (1 より大きい) 場合に使用することをお勧めします。

Redshift をターゲットとして最大のメリットを得るには、ParallelApplyBufferSize の値は
ParallelApplyThreads の少なくとも2倍（2倍以上）の数の数にしてください。

Note

AWS DMS バージョン 3.4.3 以降では、CDC 中に Amazon Redshift ターゲット エンドポイント
に対して、ParallelApply* タスク設定の使用がサポートされています。

適用される並列度のレベルは、データの転送に使用される [batch size] (バッチサイズ) と[maximum file 
size] (最大ファイルサイズ) 合計間の相関関係によって異なります。Redshift ターゲットでマルチスレッド 
CDC タスク設定を使用する場合、バッチサイズが最大ファイルサイズに対して大きい場合にメリットが得
られます。例えば、エンドポイントとタスクの設定の次の組み合わせを使用して、最適なパフォーマンス
をチューニングできます。

// Redshift endpoint setting 
                 
        MaxFileSize=250000;

// Task settings 

        BatchApplyEnabled=true; 
        BatchSplitSize =8000; 
        BatchApplyTimeoutMax =1800; 
        BatchApplyTimeoutMin =1800; 
        ParallelApplyThreads=32; 
        ParallelApplyBufferSize=100; 
             

上記の設定を使用すると、トランザクション ワークロードが重いお客様は、8000 MB のバッチバッファが 
1800 秒でいっぱいになり、最大 250 MB のファイル サイズを持つ 32 本の並列スレッドを使用することで
メリットが得られます。

詳細については、「変更処理のチューニング設定 (p. 507)」をご参照ください。

Note

Redshift クラスターへの継続的レプリケーション中に実行される DMS クエリは、実行中の他
のアプリケーション クエリと同じ WLM (ワークロード管理) キューを共有できます。そのた
め、Redshift ターゲットへの継続的なレプリケーション中にパフォーマンスに影響を与えるよう
に WLM プロパティを適切に設定することを検討してください。例えば、他のパラレル ETL クエ
リが実行されている場合、DMS の実行が遅くなり、パフォーマンスは向上しなくなります。

Amazon Redshift のターゲットデータ型
AWS DMS の Amazon Redshift エンドポイントでは、Amazon Redshift のほとんどのデータ型がサポート
されます。以下の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる Amazon Redshift のターゲットデー
タ型と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。
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AWS DMS データ型 Amazon Redshift のデータ型

BOOLEAN BOOL

BYTES VARCHAR (長さ)

DATE DATE

TIME VARCHAR(20)

DATETIME Redshift のターゲット列タイプに応じて、スケー
ルが => 0 と =< 6 の場合、次のいずれかになりま
す。

タイムスタンプ (s)

TIMESTAMPTZ (s) — ソースタイムスタンプに
ゾーンオフセットが含まれている場合 (SQL Server 
や Oracle など)、挿入/更新時に UTC に変換されま
す。オフセットが含まれていない場合、時間は既
に UTC とみなされます。

スケールが 7 以上、9 以下の場合

VARCHAR(37)

INT1 INT2

INT2 INT2

INT4 INT4

INT8 INT8

NUMERIC スケールが 0 以上、37 以下の場合

NUMERIC (p,s)

スケールが 38 以上、127 以下の場合

VARCHAR (長さ)

REAL4 FLOAT4

REAL8 FLOAT8

STRING 長さが 1 ～ 65,535 の場合、VARCHAR (バイト単
位の長さ) を使用します

長さが 65,536 ～ 2,147,483,647 の場
合、VARCHAR (65535) を使用します

UINT1 INT2

UINT2 INT2

UINT4 INT4

UINT8 NUMERIC (20,0)

WSTRING 長さが 1 ～ 65,535 の場合、NVARCHAR (バイト
単位の長さ) を使用します
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AWS DMS データ型 Amazon Redshift のデータ型
長さが 65,536 ～ 2,147,483,647 の場
合、NVARCHAR (65535) を使用します

BLOB VARCHAR (最大 LOB サイズ *2)

最大 LOB サイズが 31 KB を超えることはでき
ません。Amazon Redshift は 64 KB より大きい 
VARCHAR をサポートしていません。

NCLOB NVARCHAR (最大 LOB サイズ)

最大 LOB サイズが 63 KB を超えることはでき
ません。Amazon Redshift は 64 KB より大きい 
VARCHAR をサポートしていません。

CLOB VARCHAR (最大 LOB サイズ)

最大 LOB サイズが 63 KB を超えることはでき
ません。Amazon Redshift は 64 KB より大きい 
VARCHAR をサポートしていません。

SAP ASE データベースの AWS Database Migration 
Service のターゲットとしての使用
AWS DMS を使用して、サポートされているデータベースソースのいずれかより SAP Adaptive Server 
Enterprise (ASE) (旧 Sybase データベース) にデータを移行できます。

SAP ASE バージョン 15、15.5、15.7、16 以降がサポートされています。

SAP ASE データベースを AWS Database Migration Service の
ターゲットとして使用する場合の前提条件
SAP ASE データベースを AWS DMS のターゲットとして使用し始める前に、次の前提条件を満たしてい
ることを確認してください。

• AWS DMS ユーザーに SAP ASE アカウントアクセスを提供します。このユーザーには、SAP ASE デー
タベースでの読み取り/書き込み権限が必要です。

• 場合によっては、非ラテン文字 (例: 中国語) 用に設定された、Microsoft Windows の Amazon EC2 イン
スタンスで、SAP ASE バージョン 15.7 にレプリケートすることがあります。このような場合、AWS 
DMS では、ターゲット SAP ASE マシンに SAP ASE 15.7 SP121 をインストールする必要がありま
す。

SAP ASE データベースを AWS DMS のターゲットとして使用す
る場合の制限事項
SAP ASE データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する場合は、以下の制限が適用されます：

• AWS DMS は、以下のデータ型のフィールドを含むテーブルをサポートしません。これらのデータ型の
レプリケートされた列は NULL として表示されます。
• ユーザー定義の型 (UDT)

365



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ターゲットとしての SAP ASE の使用

のターゲットとして SAP ASE を使用する場合のエンドポイント
の設定AWS DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加接続属性の使用と同様に、SAP ASE ターゲットデータベースを
設定できます。AWS DMSコンソールを使用してターゲットエンドポイントを作成するとき、または--
sybase-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS 
CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

次の表は、ターゲットとして SAP ASE に使用できるエンドポイントの設定を示しています。

名前 説明

Driver ASE 15.7 以降のバージョンで TLS を使用する場合は、この
属性を設定します。

デフォルト値: Adaptive Server Enterprise

例: driver=Adaptive Server Enterprise 16.03.06;

有効な値: Adaptive Server Enterprise 16.03.06

AdditionalConnectionProperties 指定する追加の ODBC 接続パラメータ。

SAP ASE のターゲットデータ型
次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる SAP ASE データベースのターゲットデータ型
と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

AWS DMS データ型 SAP ASE のデータ型

BOOLEAN BIT

BYTES VARBINARY (長さ)

DATE DATE

TIME TIME

タイムスタンプ スケールが 0 以上、6 以下の場合: BIGDATETIME

スケールが 7 以上、9 以下の場合: VARCHAR (37)

INT1 TINYINT

INT2 SMALLINT

INT4 INTEGER

INT8 BIGINT

NUMERIC NUMERIC (p,s)

REAL4 REAL
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AWS DMS データ型 SAP ASE のデータ型

REAL8 DOUBLE PRECISION

STRING VARCHAR (長さ)

UINT1 TINYINT

UINT2 UNSIGNED SMALLINT

UINT4 UNSIGNED INTEGER

UINT8 UNSIGNED BIGINT

WSTRING VARCHAR (長さ)

BLOB IMAGE

CLOB UNITEXT

NCLOB TEXT

AWS Database Migration Service のターゲットに 
Amazon S3 を使用する
サポートされるデータベースのソースから AWS DMS を使用することにより、データを Amazon S3 に移
行できます。AWS DMS タスクのターゲットとして Amazon S3 を使用する場合、全ロードと変更データ 
キャプチャ (CDC) データの両方はデフォルトでカンマ区切り値 (.csv) 形式で書き込まれます。よりコンパ
クトなストレージと高速なクエリオプションにおいては、Apache Parquet (.parquet) 形式でデータを書き
込むオプションもあります。

AWS DMS は、.csv ファイルについて LOAD00001.csv、LOAD00002...、LOAD00009、LOAD0000A な
ど、増分の 16 進数カウンタを使用して全ロード時に作成されたファイルに名前を付けます。AWS DMS 
は、20141029-1134010000.csv などの、タイムスタンプを使用して CDC ファイルの名前を付けます。
レコードを含むソーステーブルごとに、ソーステーブルが空出ない限り、AWS DMS は、指定されたター
ゲット フォルダの下にフォルダを作成します。AWS DMS は、指定された Amazon S3 バケットに、すべ
ての全ロードおよび CDC ファイルを書き込みます。

パラメータ bucketFolder には、.csv ファイルまたは .parquet ファイルが S3 バケットにアップロード
される前に保存される場所が含まれます。.csv ファイルでは、テーブルデータは、全ロードファイルとと
もに表示されている S3 バケットに以下の形式で保存されます。

database_schema_name/table_name/LOAD00000001.csv
database_schema_name/table_name/LOAD00000002.csv
...
database_schema_name/table_name/LOAD00000009.csv
database_schema_name/table_name/LOAD0000000A.csv
database_schema_name/table_name/LOAD0000000B.csv
...database_schema_name/table_name/LOAD0000000F.csv
database_schema_name/table_name/LOAD00000010.csv
...

追加の接続属性を使用して、列の区切り文字、行の区切り文字、およびその他のパラメータを指定できま
す。追加の接続属性の詳細については、このセクションの最後にある「AWS DMS のターゲットとして 
Amazon S3を使用する場合のエンドポイントの設定 (p. 382)」をご参照ください。

以下に示すように、ExpectedBucketOwner Amazon S3 エンドポイント設定を使用してバケット所有
者を指定し、スナイピングを防ぐことができます。次に、接続テストまたは移行の実行をリクエストする
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と、S3 はバケット所有者のアカウント ID を、指定されたパラメータに対してバケット所有者のアカウン
ト ID をチェックします。

--s3-settings='{"ExpectedBucketOwner": "AWS_Account_ID"}'

AWS DMS を使用してデータ変更レプリケーションを行う場合、.csv または .parquet 出力ファイルの最初
の列に、次の .csv ファイルのように、行データがどのように変更されたかが示されます。

I,101,Smith,Bob,4-Jun-14,New York
U,101,Smith,Bob,8-Oct-15,Los Angeles
U,101,Smith,Bob,13-Mar-17,Dallas
D,101,Smith,Bob,13-Mar-17,Dallas 
         

この例では、ソースデータベースに EMPLOYEE テーブルがあるとします。AWS DMS は以下のイベントに
応答して、データを .csv または .parquet ファイルに書き込みます。

• 新しい従業員 (Bob Smith、従業員 ID 101) がニューヨークオフィスに 2014 年 6 月 4 日に採用されまし
た。.csv または .parquet ファイルで、最初の列の I は、新しい行がソースデータベースの EMPLOYEE 
テーブルに INSERT されたことを示しています。

• 2015 年 10 月 8 日に、Bob はロサンゼルスオフィスに転勤になりました。.csv または .parquet ファイル
で、U は、Bob の新しい勤務地を反映するため、EMPLOYEE テーブルの対応する行が UPDATE された
ことを示しています。その他の行は、UPDATE の後に表示される、EMPLOYEE テーブルの行を反映し
ています。

• 2017 年 3 月 13 日に、Bob はダラスオフィスに再度転勤になりました。.csv または .parquet ファイル
で、U はこの行が再度 UPDATE されたことを示しています。その他の行は、UPDATE の後に表示され
る、EMPLOYEE テーブルの行を反映しています。

• Bob は、しばらくダラスに勤務した後、退職しました。.csv または .parquet ファイルで、D は、
行がソーステーブルで DELETE されたことを示しています。その他の行は、削除される前に行が 
EMPLOYEE テーブルにどのように表示されたかを反映しています。

CDC のデフォルトでは、AWS DMS がトランザクションの順序に関係なく、各データベーステーブルの行
の変更を保存することを覚えておいてください。トランザクション順序に従って CDC ファイルに行の変
更を保存する場合は、S3 エンドポイント設定を使用して、S3 ターゲットに CDC トランザクションファ
イルを保存するフォルダ パスを指定する必要があります。詳細については、「S3 ターゲットでのトラン
ザクション順序を含むデータ変更 (CDC) のキャプチャ (p. 395)」をご参照ください。

データ レプリケーション タスク中に Amazon S3 ターゲットへの書き込みの頻度を制御するに
は、cdcMaxBatchInterval と cdcMinFileSize の追加接続属性を設定することができます。これ
により、追加のオーバーヘッド オペレーションなしでデータを分析する際のパフォーマンスが向上しま
す。詳細については、「AWS DMS のターゲットとして Amazon S3を使用する場合のエンドポイントの設
定 (p. 382)」をご参照ください。

トピック
• ターゲットとして Amazon S3 を使用するための前提条件 (p. 369)
• ターゲットとしての Amazon S3 の使用における制限 (p. 369)
• セキュリティ (p. 370)
• Apache Parquet を使用した Amazon S3 オブジェクトの保存 (p. 370)
• Amazon S3 オブジェクトのタグ付け (p. 371)
• Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化する AWS KMS キーの作成 (p. 375)
• 日付ベースのフォルダパーティション分割を使用する (p. 379)
• のターゲットとして Amazon S3を使用する場合のパーティション化されたソースの並列ロードAWS 

DMS (p. 380)
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• AWS DMS のターゲットとして Amazon S3を使用する場合のエンドポイントの設定 (p. 382)
• の AmazonAWS Glue Data Catalog S3 ターゲットでの使用AWS DMS (p. 392)
• Amazon S3 ターゲットでのデータ暗号化、パーケットファイル、CDC の使用 (p. 393)
• 移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表示 (p. 396)
• S3 Parquet のターゲットデータ型 (p. 397)

ターゲットとして Amazon S3 を使用するための前提条件
ターゲットとして Amazon S3 を使用する前に、以下が true であることを確認します：

• ターゲットとして使用している S3 バケットは、データの移行に使用している DMS レプリケーション 
インスタンスと同じ AWS リージョンにあります。

• 移行に使用する AWS アカウントには、ターゲットとして使用する S3 バケットへの書き込みおよび削除
アクセス許可が付与された IAM ロールがあります。

• このロールにはタグ付けのためのアクセスが許可されているため、ターゲットバケットに書き込まれる
任意の S3 オブジェクトにタグ付けができます。

• IAM ロールには DMS (dms.amazonaws.com) が[trusted entity] (信頼されたエンティティ) として追加さ
れています。

このアカウントアクセスを設定するには、移行タスクを作成するために使用するユーザーアカウントに割
り当てられたロールに次の一連のアクセス許可があることを確認します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:PutObjectTagging" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::buckettest2/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::buckettest2" 
            ] 
        } 
    ]
}

S3 をターゲットとする検証を使用する際の前提条件については、を参照してくださいS3 ターゲット検証
の前提条件 (p. 639)。

ターゲットとしての Amazon S3 の使用における制限
ターゲットとして Amazon S3 を使用する場合、以下の制限が適用されます：

• S3 のバージョニングを有効にしないでください。S3 のバージョン管理が必要な場合は、ライフサイク
ルポリシーを使用して古いバージョンを積極的に削除してください。そうしないと、S3list-object
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コールのタイムアウトが原因で、エンドポイントのテスト接続が失敗する可能性があります。S3 バケッ
トのライフサイクルポリシーを作成するには、「ストレージライフサイクルの管理」を参照してくださ
い。S3 オブジェクトのバージョンを削除するには、「バージョニングが有効なバケットからのオブジェ
クトバージョンの削除」を参照してください。

• VPC対応 (ゲートウェイ VPC) S3 バケットは、3.4.7 以降でサポートされています。
• 変更データキャプチャ (CDC) では、次のデータ定義言語 (DDL) コマンドがサポートされています：

[Truncate Table] (テーブルの切り捨て)、[Drop Table] (テーブルの削除)、[Create Table] (テーブルの作
成)、[Rename Table] (テーブルの名前変更)、[Add Column] (列追加)、[Rename Column] (列名変更)、
[Change Column Data Type] (列データ型の変更)。

Note

DDL の切り捨てオペレーションは、S3 バケットからすべてのファイルおよび対応するテーブ
ルフォルダを削除します。タスク設定を使用して、この動作を無効にし、変更データ キャプ
チャ (CDC) 中に DMS が DDL 動作を処理する方法を設定できます。詳細については、「変更
処理の DDL 処理のタスク設定 (p. 511)」をご参照ください。

• 完全 LOB モードはサポートされていません。
• 全ロード時のソーステーブル構造に対する変更はサポートされていません。全ロード時のデータ変更は

できます。
• 同じソーステーブルから同じターゲット S3 エンドポイントバケットにデータをレプリケートする複数

のタスクを実行すると、それらのタスクが同じファイルに書き込みます。同じテーブルのデータソース
を使用する場合、異なるターゲットエンドポイント (バケット) を指定することをお勧めします。

• BatchApply は S3 エンドポイントに対応していません。バッチ 適用の使用 (例えば、S3 ターゲットに
対して BatchApplyEnabled ターゲットメタデータ (タスク設定) を実行すると、データ損失につなが
ることがあります。

• または、DatePartitionEnabledaddColumnNamePreserveTransactionsまたはを一緒に使用す
ることはできませんCdcPath。

S3 をターゲットとする検証を使用する場合の制限については、を参照してくださいS3 ターゲット検証を
使用する際の制限事項 (p. 640)。

セキュリティ
ターゲットとして Amazon S3 を使用するには、移行のために使用されるアカウントに、ターゲットとし
て使用される Amazon S3 バケットに対する書き込みおよび削除アクセス権限が前提です。Amazon S3 に
アクセスするために必要なアクセス許可がある、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。

AWS DMS は、既定アクセスコントロールリスト (ACL) で周知の Amazon S3に対する一連の事前定
義済みの許可をサポートしています。各既定 ACL には、Amazon S3 バケットのアクセス許可を設定
するために使用できる一連の被付与者とアクセス許可があります。S3 ターゲットエンドポイントの
接続文字列属性で cannedAclForObjects で使用して、既定 ACL を指定できます。追加接続属性
cannedAclForObjects の使用についての詳細は、「AWS DMS のターゲットとして Amazon S3を使用
する場合のエンドポイントの設定 (p. 382)」をご参照ください。Amazon S3 の既定 ACL の詳細について
は、「既定 ACL」をご参照ください。

移行に使用する IAM ロールは、s3:PutObjectAcl API オペレーションを実行できる必要があります。

Apache Parquet を使用した Amazon S3 オブジェクトの保存
カンマ区切り値 (.csv) 形式は、Amazon S3 ターゲットオブジェクトのデフォルトのストレージ形式です。
よりコンパクトなストレージと高速なクエリについては、代わりに Apache Parquet (.parquet) をストレー
ジ形式として使用できます。

Apache Parquet は、Hadoop 向けに当初設計されたオープンソースのファイルストレージ形式で
す。Apache Parquet の詳細については、「https://parquet.apache.org/」を参照してください。
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移行された S3 ターゲットオブジェクトに .parquet ストレージ形式を設定するには、以下のメカニズムを
使用できます。

• AWS CLI あるいは AWS DMS の API を使用してエンドポイントを作成するときに、JSON オブジェク
トのパラメータとして指定するエンドポイント設定です。詳細については、「Amazon S3 ターゲットで
のデータ暗号化、パーケットファイル、CDC の使用 (p. 393)」をご参照ください。

• エンドポイント作成時にセミコロンで区切られたリストとして指定する追加の接続属性です。詳細
については、「AWS DMS のターゲットとして Amazon S3を使用する場合のエンドポイントの設
定 (p. 382)」をご参照ください。

Amazon S3 オブジェクトのタグ付け
タスクテーブル マッピングルールの一部として適切な JSON オブジェクトを指定することで、レプリケー
ション インスタンスが作成する Amazon S3 オブジェクトにタグを付けることができます。有効なタグ名
を含む S3 オブジェクトのタグ付けに関する要件とオプションの詳細については、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「オブジェクトのタグ付け」をご参照ください。JSON を使用したテーブルマッ
ピングの詳細については、「 JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する (p. 537)」をご参照
ください。

selection ルールタイプの 1 つ以上の JSON オブジェクトを使用して、指定するテーブルおよびスキー
マで S3 オブジェクトにタグ付けします。次に、post-processing ルールタイプの 1 つ以上の JSON オ
ブジェクトで add-tag アクションを使用して、selection オブジェクト (1 つ以上のオブジェクト) を行
います。この後処理ルールは、タグ付けする S3 オブジェクトを識別し、これらの S3 オブジェクトに追加
するタグに名前と値を指定します。

post-processing ルールタイプの JSON オブジェクトで指定するパラメータは、次のテーブルにありま
す。

パラメータ 使用できる値: 説明

rule-type post-processing 生成されたターゲットオブジェクトへの
後処理アクションに適用する値です。選
択した S3 オブジェクトには、1 つ以上
の後処理ルールを指定できます。

rule-id 数値。 ルールを識別する一意の数値。

rule-name 英数字値。 ルールを特定する一意な名前。

rule-action add-tag S3 オブジェクトに適用する後処理アク
ションです。add-tag アクションの単
一の JSON 後処理オブジェクトを使用
して、1 つ以上のタグを追加できます。

object-locator schema-name - テーブルスキーマの名
前。

table-name - テーブルの名前。

ルールが適用されるスキーマおよびテー
ブルごとの名前。各 object-locator
パラメータの値のすべてあるいは一部
で、「%」パーセント記号をワイルド
カードとして使用できます。したがっ
て、これらの項目には以下を対応させる
ことができます。

• 単一のスキーマの 1 つのテーブル
• すべてあるいは一部のスキーマの 1 つ

のテーブル
• 単一のスキーマの一部あるいはすべて

のテーブル
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パラメータ 使用できる値: 説明
• 一部あるいはすべてのスキーマの一部

あるいはすべてのテーブル

tag-set key - 単一のタグの任意の有効な名前。

value - このタグに有効な任意の JSON 
値。

特定の object-locator に一致する作
成された S3 オブジェクトごとに設定す
る 1 つ以上のタグの名前と値です。単一
の tag-set パラメータオブジェクトで 
10 個までのキー値ペアを指定すること
ができます。S3 オブジェクトタグの詳
細については、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「オブジェク
トのタグ付け」をご参照ください。

また、タグの key および value パラ
メータの両方で、${dyn-value} を使
用して値のすべてあるいは一部に動的
な値を指定することもできます。ここ
では、${dyn-value} は ${schema-
name} あるいは ${table-name} のい
ずれかにできます。したがって、現在選
択されているスキーマあるいはテーブル
にパラメータ値の一部あるいは全体とし
て名前を挿入することができます。

Note

Important

key パラメータに動
的な値を挿入する場合
には、使用方法に応じ
て、S3 オブジェクト
に名前が重複するタグ
を生成することができ
ます。この場合、重複
するタグの 1 つのみが
オブジェクトに追加さ
れます。

S3 オブジェクトの選択をタグ付けするために複数の post-processing ルールタイプを指定する場合、
各 S3 オブジェクトは 1 つの後処理ルールをから 1 つの tag-set オブジェクトのみを使用してタグ付け
されます。指定する S3 オブジェクトへのタグ付けに使用される特定のタグセットは、その S3 オブジェク
トに最も一致するオブジェクトロケーターに関連する後処理ルールのうちの 1 つです。

たとえば、同じ S3 オブジェクトに 2 つの後処理ルールが識別されるとします。また、1 つのルールのオ
ブジェクトロケーターはワイルドカードを使用し、別のルールのオブジェクトロケーターは S3 オブジェ
クトを識別するための完全な一致 (ワイルドカードなし) を使用するとします。この場合、完全に一致す
る後処理ルールに関連付けられたタグが S3 オブジェクトのタグ付けに使用されます。複数の後処理ルー
ルが指定された S3 オブジェクトに同様に一致する場合、この後処理ルールに最初に関連図けられたタグ
セットがオブジェクトのタグ付けに使用されます。

Example 単一のテーブルとスキーマに作成された S3 オブジェクトへの静的なタグの追加

次の選択と後処理ルールは 3 つのタグ (tag_1、tag_2、tag_3) と該当する静的値 
(value_1、value_2、value_3) を追加して S3 オブジェクトを作成します。この S3 オブジェクト
は、aat2 という名前のスキーマがある STOCK という名前のソース内の単一のテーブルに該当します。
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{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "5", 
            "rule-name": "5", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "aat2", 
                "table-name": "STOCK" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "post-processing", 
            "rule-id": "41", 
            "rule-name": "41", 
            "rule-action": "add-tag", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "aat2", 
                "table-name": "STOCK" 
            }, 
            "tag-set": [ 
              { 
                "key": "tag_1", 
                "value": "value_1" 
              }, 
              { 
                "key": "tag_2", 
                "value": "value_2" 
              }, 
              { 
                "key": "tag_3", 
                "value": "value_3" 
              }                                      
           ] 
        } 
    ]
}

Example 複数のテーブルとスキーマに作成された S3 オブジェクトへの静的および動的タグの追
加

次の例には 1 つの選択と 2 つの後処理ルールがあり、ここでは、ソースからの入力にすべてのテーブルと
すべてのスキーマが含まれています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "post-processing", 
            "rule-id": "21", 
            "rule-name": "21", 
            "rule-action": "add-tag", 
            "object-locator": { 
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                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%", 
            }, 
            "tag-set": [ 
              {  
                "key": "dw-schema-name", 
                "value":"${schema-name}" 
              }, 
              { 
                "key": "dw-schema-table", 
                "value": "my_prefix_${table-name}" 
              } 
            ] 
        }, 
        { 
            "rule-type": "post-processing", 
            "rule-id": "41", 
            "rule-name": "41", 
            "rule-action": "add-tag", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "aat", 
                "table-name": "ITEM", 
            }, 
            "tag-set": [ 
              { 
                "key": "tag_1", 
                "value": "value_1" 
              }, 
              { 
                "key": "tag_2", 
                "value": "value_2" 
              }           ] 
        } 
    ]
}

最初の後処理ルールは、該当する動的値 (${schema-name} と my_prefix_${table-name}) を使用
した 2 つのタグ (dw-schema-name と dw-schema-table) をターゲットに作成されたほぼすべての S3 
オブジェクトに追加します。例外は、2 番目の後処理ルールで色別されてタグ付けされる S3 オブジェク
トです。したがって、ワイルドカードオブジェクトロケーターによって識別された各ターゲット S3 オブ
ジェクトは、ソースで該当するスキーマおよびテーブルを識別するタグを使用して作成されます。

2 番目の後処理ルールは、完全に一致するオブジェクトロケーターによって識別される S3 オブジェクト
に、該当する静的値 (value_1 と value_2) を使用して tag_1 および tag_2 を追加します。作成された
この S3 オブジェクトはしたがって、aat という名前のスキーマがある ITEM という名前のソース内の単
一のテーブルに該当します。完全一致のため、前述のタグは、最初の後処理ルール (ワイルドカードのみ
によって S3 に一致) でオブジェクトに追加されたタグを上書きします。

Example S3 オブジェクトに動的タグの名前と値の両方を追加する

次の例には 2 つの選択ルールと 1 つの後処理ルールがあります。ここでは、ソースの入力には retail あ
るいは wholesale スキーマに ITEM テーブルのみが含まれています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "retail", 
                "table-name": "ITEM" 
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            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "wholesale", 
                "table-name": "ITEM" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "post-processing", 
            "rule-id": "21", 
            "rule-name": "21", 
            "rule-action": "add-tag", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "ITEM", 
            }, 
            "tag-set": [ 
              {  
                "key": "dw-schema-name", 
                "value":"${schema-name}" 
              }, 
              { 
                "key": "dw-schema-table", 
                "value": "my_prefix_ITEM" 
              }, 
              { 
                "key": "${schema-name}_ITEM_tag_1", 
                "value": "value_1" 
              }, 
              { 
                "key": "${schema-name}_ITEM_tag_2", 
                "value": "value_2" 
              } 
            ] 
    ]
}

後処理ルールのタグセットは、ターゲットの ITEM テーブルに作成されたすべての S3 オブジェクトに 2 
つのタグ (dw-schema-name と dw-schema-table) を追加します。最初のタグには動的値 "${schema-
name}" があり、2 つ目のタグには静的値 "my_prefix_ITEM" があります。したがって、各ターゲット 
S3 オブジェクトは、ソースで該当するスキーマおよびテーブルを識別するタグを使用して作成されます。

さらに、このタグセットは 2 つの追加タグを動的な名前 (${schema-name}_ITEM_tag_1 と
"${schema-name}_ITEM_tag_2") で追加します。これには該当する静的値 (value_1 と value_2) が
あります。したがって、これらのタグはそれぞれ現在のスキーマ (retail あるいは wholesale) に対し
て命名されます。各オブジェクトは単一の一意のスキーマ名で作成されたため、このオブジェクトで動的
な名前を重複することはできません。スキーマ名はそれ以外の一意のタグ名を作成するために使用されま
す。

Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化する AWS KMS 
キーの作成
Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するカスタム AWS KMS キーを作成して使用できま
す。KMS キーを作成したら、S3 ターゲットエンドポイントを作成するときに次のいずれかの方法を使用
して、KMS キーを使用してオブジェクトを暗号化できます。
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• AWS CLI を使用して create-endpoint コマンドを実行するときに、S3 ターゲットオブジェクトに対
して次のオプションを (デフォルトの .csv ファイルストレージ形式で) 使用します。

--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN",  
"CsvRowDelimiter": "\n", "CsvDelimiter": ",", "BucketFolder": "your-bucket-folder",  
"BucketName": "your-bucket-name", "EncryptionMode": "SSE_KMS",  
"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "your-KMS-key-ARN"}'

ここで your-KMS-key-ARN とは、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。詳細について
は、「Amazon S3 ターゲットでのデータ暗号化、パーケットファイル、CDC の使用 (p. 393)」をご参
照ください。

• 値 (SSE_KMS) に追加の接続属性 (encryptionMode) を設定し、KMS キーの ARN に追加の接続属性 
(serverSideEncryptionKmsKeyId) を設定します。詳細については、「AWS DMS のターゲットと
して Amazon S3を使用する場合のエンドポイントの設定 (p. 382)」をご参照ください。

KMS キーを使用して Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するには、Amazon S3 バケットにアク
セスする許可がある IAM ロールが必要です。次に、この IAM ロールは作成した暗号化キーに添付される
ポリシー (キーポリシー) にアクセスします。これは、IAM コンソールで次を作成して実行します：

• Amazon S3 バケットにアクセスする権限があるポリシーです。
• このポリシーがある IAM ロールです。
• このロールを参照するキーポリシーがある KMS キー暗号化キーです。

以下の手順でこれを行う方法について説明します。

Amazon S3 バケットへのアクセス許可を持つ IAM ポリシーを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ナビゲーションペインの [ポリシー] を選択します。[ポリシー] ページが開

きます。
3. [ポリシーの作成] を選択します。[Create policy (ポリシーの作成)] ページが開きます。
4. [サービス]、[S3] の順に選択します。アクションのアクセス権限の一覧が表示されます。
5. [すべて展開] を選択して一覧を展開し、少なくとも以下のアクセス権限を選択します。

• ListBucket
• PutObject
• DeleteObject

必要に応じて他のアクセス権限を選択したら、[すべて折りたたむ] を選択して一覧を折りたたみま
す。

6. [リソース] を選択してアクセスするリソースを指定します。少なくとも [All resources] (すべてのリ
ソース) を選択して、全般的な Amazon S3 リソースへのアクセスを提供します。

7. 必要に応じて他の条件やアクセス許可を追加したら、[ポリシーの確認] を選択します。[ポリシーの確
認] ページで結果を確認します。

8. 設定が必要に応じている場合には、ポリシーの名前 (DMS-S3-endpoint-access など) と他の説明
を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。[ポリシー] ページが開き、ポリシーが作成されたことを
示すメッセージが表示されます。

9. [ポリシー] のリストからポリシー名を検索して選択します。[概要] ページが表示され、次のようなポ
リシーの JSON を示します。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

これで、暗号化のために Amazon S3 リソースにアクセスする新しいポリシーが指定した名前 (DMS-S3-
endpoint-access など) で作成されました。

このポリシーを使用して IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソールで、ナビゲーションペインの [Roles] (ロール) を選択します。[ロール] の詳細ページが
開きます。

2. [Create role] (ロールの作成) を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページが開きます。
3. AWS のサービスが信頼されるエンティティとして選択されたら、この IAM ロールを使用するサービ

スとして DMS を選択します。
4. [Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページに [Attach 

permissions policies] (アクセス権限ポリシーの添付) ビューが表示されます。
5. 前の手順で作成した IAM ロールの IAM ポリシーを見つけて選択します (DMS-S3-endpoint-

access)。
6. [Next:Tags](次へ: タグ) を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページに[Add tags] (タグを追加) 

ビューが表示されます ここでは、任意のタグを追加することができます。
7. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページ

に[Review] (確認) ビューが表示されます。ここで、結果を確認できます。
8. 設定が必要に応じている場合には、ロールの名前 (必須、DMS-S3-endpoint-access-role など) 

と追加の説明を入力して、[Create role] (ロールの作成) を選択します。[ロール] の詳細ページが開き、
ロールが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

これで、暗号化のために Amazon S3 リソースにアクセスする新しいロールが指定した名前 (DMS-S3-
endpoint-access-role など) で作成されました。

IAM ロールを参照するキーポリシーがある KMS キー暗号化キーを作成するには

Note

AWS DMS と AWS KMS 暗号化キーの連携について詳しくは、「暗号化キーの設定と AWS KMS 
のアクセス許可の指定 (p. 702)」をご参照ください。

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール 
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
4. [Create key] (キーの作成) を選択します。[キーの設定] ページが開きます。
5. [キーの種類] で、[対称] を選択します。
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Note

このキーを作成する場合、Amazon S3 などすべての AWS サービスでは対称暗号化キーしか
使用できないため、作成できるのは対称キーのみです。

6. [アドバンスドオプション] を選択します。[キーマテリアルのオリジン] で、[KMS] が選択されている
ことを確認し、[次へ] を選択します。[ラベルの追加] ページが開きます。

7. [エイリアスと説明の作成] で、キーのエイリアス (DMS-S3-endpoint-encryption-key など) と追
加の説明を入力します。

8. [タグ] で、キーを識別してその使用状況を追跡するために役立つ任意のタグを追加したら、[次へ] を
選択します。[キー管理アクセス許可の定義] ページが開き、選択できるユーザーおよびロールの一覧
が表示されます。

9. キーを管理するユーザーおよびロールを追加します。このユーザーとロールにキーを管理するために
必要な権限があることを確認してください。

10. [キーの削除] で、キー管理者がそのキーを削除できるかどうかを選択したら、[次へ] を選択します。
[キーの使用アクセス許可の定義] ページが開き、選択できる追加のユーザーおよびロールの一覧が表
示されます。

11. [This account](このアカウント) で、Amazon S3 ターゲットに対して暗号化オペレーションを実行で
きるユーザーを選択します。また、[Roles] (ロール) で以前に作成したロールを選択して、Amazon S3 
ターゲットオブジェクト (DMS-S3-endpoint-access-role など)を暗号化するためのアクセスを有
効化します。

12. リストにない他のアカウントに同じアクセス権限を付与するには、[他の AWS アカウント] で [別の 
AWS アカウントを追加する]、[次へ] の順に選択します。[キーポリシーの表示と編集] ページが開き、
既存の JSON に入力して表示および編集できるキーポリシーの JSON が表示されます。ここでは、
前のステップで選択したロールおよびユーザー (例えば、Admin と User1) を参照するキーポリシー
を表示できます。また、次の例に示すように、異なるプリンシパル (ユーザーとロール) に許可される
別々のキーアクションも確認できます。

{ 
  "Id": "key-consolepolicy-3", 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::111122223333:root" 
        ] 
      }, 
      "Action": "kms:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Create*", 
        "kms:Describe*", 
        "kms:Enable*", 
        "kms:List*", 
        "kms:Put*", 
        "kms:Update*", 
        "kms:Revoke*", 
        "kms:Disable*", 
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        "kms:Get*", 
        "kms:Delete*", 
        "kms:TagResource", 
        "kms:UntagResource", 
        "kms:ScheduleKeyDeletion", 
        "kms:CancelKeyDeletion" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow use of the key", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-S3-endpoint-access-role", 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/User1" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:DescribeKey" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow attachment of persistent resources", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-S3-endpoint-access-role", 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/User1" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:CreateGrant", 
        "kms:ListGrants", 
        "kms:RevokeGrant" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Bool": { 
          "kms:GrantIsForAWSResource": true 
        } 
      } 
    } 
  ]

13. [Finish] (終了) を選択します。[Encryption keys] (暗号化キー) ページが開き、KMS ーが作成されたこ
とを示すメッセージが表示されます。

これで、指定したエイリアス (DMS-S3-endpoint-encryption-key など) を使用する新しい KMS キー
が作成されました。このキーによって AWS DMS は Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化できま
す。

日付ベースのフォルダパーティション分割を使用する
AWS DMS は、ターゲット エンドポイントとして Amazon S3 を使用する場合のトランザクションコミッ
ト日に基づく S3 フォルダパーティションをサポートします。日付ベースのフォルダパーティション分割
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を使用すると、1 つのソーステーブルから S3 バケット内の時間階層フォルダ構造にデータを書き込むこ
とができます。S3 ターゲット エンドポイントを作成するときにフォルダをパーティション分割すること
で、次のことが可能になります：

• S3 オブジェクトの管理が向上します
• 各 S3 フォルダのサイズを制限する
• データレイクのクエリやその他の後続オペレーションを最適化する

S3 ターゲット エンドポイントを作成するときに、日付ベースのフォルダのパーティション分割を有効に
できます。このモードは、既存のデータを移行して進行中の変更レプリケーションを行うか (全ロード + 
CDC)、またはデータ変更のみレプリケーションする (CDCのみ) とき有効にできます。以下のターゲット 
エンドポイント設定を使用します：

• DatePartitionEnabled — 日付に基づいてパーティション分割を指定します。このブールオプション
を true に設定し、トランザクションのコミット日に基づいて S3 バケット フォルダをパーティション
分割します。

PreserveTransactionsこの設定はまたはと一緒に使用できませんCdcPath。

デフォルト値は false です。
• DatePartitionSequence - フォルダのパーティション分割中に使用する日付形式のシーケンスを識別

します。この ENUM オプションを YYYYMMDD または YYYYMMDDHH、YYYYMM、MMYYYYDD、DDMMYYYY
に設定します。デフォルト値は YYYYMMDD です。DatePartitionEnabled が true. に設定されてい
る場合は、この設定を使用します。

• DatePartitionDelimiter - フォルダのパーティション分割時に使用する日付区切り記号を指定しま
す。この ENUM オプションを SLASH または DASH、UNDERSCORE、NONE に設定します。デフォルト
値は SLASH です。DatePartitionEnabled が true に設定されている場合は、この設定を使用しま
す。

次の例は、データパーティションシーケンスと区切り文字のデフォルト値を使用して、日付ベースのフォ
ルダパーティション分割を有効にする方法を示します。これは、AWS CLI.create-endpoint コマンド 
のオプション --s3-settings '{json-settings}' を使用します。

   --s3-settings '{"DatePartitionEnabled": true,"DatePartitionSequence": 
 "YYYYMMDD","DatePartitionDelimiter": "SLASH"}' 
             

のターゲットとして Amazon S3を使用する場合のパーティショ
ン化されたソースの並列ロードAWS DMS
パーティション化されたデータソースを Amazon S3 ターゲットにparallel してフルロードするように設定
できます。このアプローチにより、パーティション化されたデータを、サポートされているソースデータ
ベースエンジンから S3 ターゲットに移行する際のロード時間が短縮されます。パーティション化された
ソースデータのロード時間を改善するには、ソースデータベースのすべてのテーブルのパーティションに
マップされた S3 ターゲットサブフォルダーを作成します。これらのパーティションにバインドされたサ
ブフォルダーを使用すると、parallelAWS DMS プロセスを実行してターゲットの各サブフォルダーにデー
タを入力できます。

S3 ターゲットのparallel 全負荷を設定するために、S3parallel-load はテーブルマッピングのルールと
して 3table-settings つのルールタイプをサポートしています。

• partitions-auto
• partitions-list
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• ranges

これらの並列ロードルールタイプの詳細については、を参照してくださいテーブルとコレクション設定の
ルールとオペレーション (p. 565)。

partitions-autopartitions-listAWS DMSおよびのルールタイプでは、ソースエンドポイントの
各パーティション名を使用して、次のようにターゲットのサブフォルダ構造を識別します。

bucket_name/bucket_folder/database_schema_name/table_name/partition_name/LOADseq_num.csv

ここで、データが移行され S3partition_name ターゲットに保存されるサブフォルダーパ
スには、同じ名前のソースパーティションに対応する追加のサブフォルダーが含まれます。次
に、partition_nameこのサブフォルダーには、指定されたソースパーティションから移行
されたデータを含む 1LOADseq_num.csv つ以上のファイルが格納されます。seq_numこれ
は、.csv ファイル名のシーケンス番号の接尾辞です。たとえば、という名前の.csv ファイルなどで
すLOAD00000001.csv。00000001

ただし、MongoDB や DocumentDB などの一部のデータベースエンジンには、パーティションの概念があ
りません。AWS DMSこれらのデータベースエンジンでは、次のように、実行ソースセグメントインデッ
クスをターゲットの.csv ファイル名のプレフィックスとして追加します。

.../database_schema_name/table_name/SEGMENT1_LOAD00000001.csv

.../database_schema_name/table_name/SEGMENT1_LOAD00000002.csv

...

.../database_schema_name/table_name/SEGMENT2_LOAD00000009.csv

.../database_schema_name/table_name/SEGMENT3_LOAD0000000A.csv

ここではSEGMENT1_LOAD00000001.csv、SEGMENT1_LOAD00000002.csvSEGMENT1ファイルとには
同じ実行ソースセグメントのインデックスプレフィックスが付けられています。この 2 つの.csv ファイル
の移行されたソースデータが、同じ実行ソースセグメントインデックスに関連付けられているため、この
名前が付けられています。一方、SEGMENT2_LOAD00000009.csvSEGMENT3_LOAD0000000A.csvター
ゲットとファイルのそれぞれに保存されている移行データは、さまざまな実行中のソースセグメントイン
デックスに関連付けられています。各ファイルのファイル名の先頭には、SEGMENT2SEGMENT3実行セグメ
ントインデックスの名前とが付きます。

ranges並列ロードタイプの場合は、columnsboundariestable-settingsルールのおよび設定を使用
して列名と列値を定義します。これらのルールでは、次のようにセグメント名に対応するパーティション
を指定できます。

"parallel-load": { 
    "type": "ranges", 
    "columns": [ 
         "region", 
         "sale" 
    ], 
    "boundaries": [ 
          [ 
               "NORTH", 
               "1000" 
          ], 
          [ 
               "WEST", 
               "3000" 
          ] 
    ], 
    "segment-names": [ 
          "custom_segment1", 
          "custom_segment2", 
          "custom_segment3" 
    ]
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}

segment-namesこの設定では、S3 ターゲット上でデータをparallel 移行するための 3 つのパーティショ
ンの名前を定義します。移行されたデータは、次のように並行してロードされ、パーティションサブフォ
ルダーの下の.csv ファイルに順番に保存されます。

.../database_schema_name/table_name/custom_segment1/LOAD[00000001...].csv

.../database_schema_name/table_name/custom_segment2/LOAD[00000001...].csv

.../database_schema_name/table_name/custom_segment3/LOAD[00000001...].csv

ここでは、3 つのパーティションサブフォルダのそれぞれに一連の.csvAWS DMS ファイルを格納しま
す。各パーティションサブフォルダーの一連の.csv ファイルには、LOAD00000001.csvすべてのデータ
が移行されるまで、段階的に名前が付けられます。

場合によっては、rangessegment-namesこの設定を使用して並列ロードタイプのパーティションサブ
フォルダーに明示的に名前を付けないことがあります。この場合は、AWS DMSデフォルトで、各シリー
ズの.csvtable_name ファイルをそのサブフォルダーに作成します。ここでは、次のように、.csvAWS 
DMS ファイルの各シリーズのファイル名の前に、実行中のソースセグメントインデックスの名前を付けま
す。

.../database_schema_name/table_name/SEGMENT1_LOAD[00000001...].csv

.../database_schema_name/table_name/SEGMENT2_LOAD[00000001...].csv

.../database_schema_name/table_name/SEGMENT3_LOAD[00000001...].csv

...

.../database_schema_name/table_name/SEGMENTZ_LOAD[00000001...].csv

AWS DMS のターゲットとして Amazon S3を使用する場合のエ
ンドポイントの設定
エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用と同様に、Amazon S3 ターゲットデータベース
を設定できます。AWS DMSコンソールを使用してターゲットエンドポイントを作成するとき、または--
s3-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSONcreate-endpoint AWS CLI構文の
コマンドを使用して設定を指定します。

次の表に、ターゲットとして Amazon S3を使用するエンドポイントの設定を示します。

オプション 説明

CsvNullValue AWS DMS の null 値処理方法を指定するオプションのパラメータです。NULL 
値の処理中に、このパラメータを使用して、ターゲットに書き込むときに
ユーザー定義の文字列を NULL として渡すことができます。例えば、ター
ゲット列が NULL 値でない場合、このオプションを使用して、空の文字列値
と NULL 値を区別できます。したがって、このパラメータ値を空の文字列 (」
または」) に設定すると、の代わりに空の文字列を NULLAWS DMS 値として
扱いますNULL。

デフォルト値: NULL

有効な値:任意の有効な文字列

例: --s3-settings '{"CsvNullValue": " "}'

AddColumnName true または y に設定された場合に .csv 出力ファイルに列名情報を追加する
ために使用できるオプションのパラメータ。

PreserveTransactionsこのパラメータをまたはと一緒に使用することは
できませんCdcPath。
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オプション 説明
デフォルト値: false

有効な値: true、false、y、n

例: --s3-settings '{"AddColumnName": true}'

AddTrailingPaddingCharacterS3AddTrailingPaddingCharacter ターゲットエンドポイント設定を使
用して、文字列データにパディングを追加します。デフォルト値は false で
す。

タイプ: ブール

例: --s3-settings '{"AddTrailingPaddingCharacter": true}'

BucketFolder S3バケット内のフォルダ名を設定するオプションのパラメータ。このパラ
メータを指定した場合、ターゲットオブジェクトは .csv または .parquet 
ファイルとしてパス BucketFolder/schema_name/table_name/ に
作成されます。このパラメータを指定しない場合、使用されるパスは
schema_name/table_name/ となります。

例: --s3-settings '{"BucketFolder": "testFolder"}'

BucketName S3 ターゲットオブジェクトが .csv または .parquet ファイルとして作成され
る S3 バケットの名前。

例: --s3-settings '{"BucketName": "buckettest"}'

CannedAclForObjects S3 バケットに csv または .parquet ファイルとして作成されたオブジェクトに
対して、定義済みの (既定の) アクセスコントロールリストを AWS DMS が指
定できるようにする値。Amazon S3 の既定 ACL の詳細については、Amazon 
S3 デベロッパーガイドの「既定 ACL」をご参照ください。

デフォルト値: なし

この属性の有効な値
は、NONE、PRIVATE、PUBLIC_READ、PUBLIC_READ_WRITE、AUTHENTICATED_READ、AWS_EXEC_READ、BUCKET_OWNER_READ、BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL 
です。

例: --s3-settings '{"CannedAclForObjects": "PUBLIC_READ"}'
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オプション 説明

CdcInsertsOnly 変更データキャプチャ (CDC) ロード時のオプションのパラメータ。INSERT 
オペレーションのみをカンマ区切り値 (.csv) または列ストレージ (.parquet) 
の出力ファイルに書き込みます。デフォルトでは (false 設定)、.csv また
は.parquet レコードの最初のフィールドに、I (INSERT)、U (UPDATE)、また
は D (DELETE) という文字が含まれます。この文字は、ターゲットへの CDC 
ロードのためにソースデータベースで行が挿入、更新、または削除されたか
どうかを示します。cdcInsertsOnly が true または y に設定されている
場合、ソースデータベースからの INSERT のみが .csv または .parquet ファイ
ルに移行されます。

.csv 形式の場合にのみ、これらの INSERTS の記録方
法は IncludeOpForFullLoad の値によって異なりま
す。IncludeOpForFullLoad が true に設定されている場合、各 CDC レ
コードの最初のフィールドは、ソースでの INSERT オペレーションを示す I 
に設定されます。IncludeOpForFullLoad が false に設定されている場
合、各 CDC レコードは、ソースでの INSERT オペレーションを示す最初の
フィールドなしで書き込まれます。これらのパラメータがどのように連動す
るかの詳細については、「移行済み S3 データでのソース DB オペレーション
の表示 (p. 396)」をご参照ください。

デフォルト値: false

有効な値: true、false、y、n

例: --s3-settings '{"CdcInsertsOnly": true}'
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オプション 説明

CdcInsertsAndUpdates変更データキャプチャ (CDC) ロードを有効化し、INSERT および UPDATE 
オペレーションを .csv または .parquet (列指向ストレージ) 出力ファイルに書
き込みます。デフォルト設定は false ですが、cdcInsertsAndUpdates
が true または y に設定されている場合、ソースデータベースからの 
INSERT および UPDATE が .csv または .parquet ファイルに移行されます。

.csv 形式の場合、これらの INSERTS および UPDATE の記録方法
は includeOpForFullLoad パラメータの値によって異なりま
す。includeOpForFullLoad が true に設定されている場合、各 
CDC レコードの最初のフィールドは、ソースでの INSERT および 
UPDATE オペレーションを示す I または U に設定されます。しか
し、includeOpForFullLoad が false に設定されている場合、CDC レ
コードはソースでの INSERT または UPDATE オペレーションを示すことな
く書き込まれます。

これらのパラメータがどのように連動するかの詳細については、「移行済み 
S3 データでのソース DB オペレーションの表示 (p. 396)」をご参照くださ
い。

Note

CdcInsertsOnly および cdcInsertsAndUpdates の両方を、同
じエンドポイントで true に設定することはできません。同じエンド
ポイントで cdcInsertsOnly と cdcInsertsAndUpdates のど
ちらかを true に設定できますが、両方を設定することはできませ
ん。

デフォルト値: false

有効な値: true、false、y、n

例: --s3-settings '{"CdcInsertsAndUpdates": true}'
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オプション 説明

CdcPath CDC ファイルのフォルダパスを指定します。S3 ソースについては、タスク
で変更データをキャプチャする場合、この属性が必須ですが、それ以外の
場合はオプションです。CdcPath が設定された場合、DMS はこのパスから 
CDC ファイルを読み取り、データ変更をターゲット エンドポイントにレプ
リケーションします。S3 ターゲットについて PreserveTransactions を 
true に設定した場合、DMS は、DMS が CDC ロードのトランザクション順序
を保存できる S3 ターゲット上のフォルダパスにこのパラメータが設定されて
いることを確認します。DMS は、S3 ターゲットの作業ディレクトリまたは
BucketFolder と BucketName で指定された S3 ターゲットの場所のいず
れかにこの CDC フォルダパスを作成します。

DatePartitionEnabledこのパラメータをまたはと一緒に使用することは
できませんAddColumnName。

型: 文字列

例えば、CdcPath を MyChangedData と指定し,BucketName を
MyTargetBucket と指定し、BucketFolder は指定しない場合、DMS は次
の CDC フォルダパス MyTargetBucket/MyChangedData を作成します。

同じ CdcPath を指定し、BucketName を MyTargetBucket と指定
し、BucketFolder を MyTargetData と指定すると、DMS は次の CDC 
フォルダパス MyTargetBucket/MyTargetData/MyChangedData を作成
します。

Note

この設定は、AWS DMS バージョン 3.4.2 以降でサポートされていま
す。
トランザクション順序でデータ変更をキャプチャする場合、DMS 
は、ターゲットの DataFormat S3 設定の値に関係なく、常に行の変
更を.csv ファイルに保存します。DMS は、.parquet ファイルを使用
してデータ変更をトランザクション順序に保存しません。

CdcMaxBatchInterval ファイルを Amazon S3 に出力するための最大インターバル長条件 (秒単位)で
す。

デフォルト値は 60 秒です。

CdcMaxBatchIntervalが指定され、CdcMinFileSizeが指定されている
場合、ファイルの書き込みは、最初に満たされたパラメータ条件によってト
リガーされます。

CdcMinFileSize Amazon S3 にファイルを出力するための KB 単位による最小ファイル サイズ
条件です。

デフォルト値: 32000 KB)

CdcMinFileSizeが指定され、CdcMaxBatchIntervalが指定されている
場合、ファイルの書き込みは、最初に満たされたパラメータ条件によってト
リガーされます。
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オプション 説明

PreserveTransactionstrue に設定されている場合、DMS は、CdcPath によって指定された 
Amazon S3 ターゲットに変更データ キャプチャ (CDC) のトランザクション
順序を保存します。

DatePartitionEnabledこのパラメータをまたはと一緒に使用することは
できませんAddColumnName。

型: ブール

トランザクション順序でデータ変更をキャプチャする場合、DMS は、ター
ゲットの DataFormat S3 設定の値に関係なく、常に行の変更を.csv ファイル
に保存します。DMS は、.parquet ファイルを使用してデータ変更をトランザ
クション順序に保存しません。

Note

この設定は、AWS DMS バージョン 3.4.2 以降でサポートされていま
す。

IncludeOpForFullLoad全ロード時のオプションのパラメータ。INSERT オペレーションのみをカン
マ区切り値 (.csv) 出力ファイルに書き込みます。

全ロードの場合、レコードの挿入のみ可能です。デフォルト (false 設定) で
は、全ロードの場合、ソースデータベースで行が挿入されたことを示す情報
はこれらの出力ファイルに記録されません。IncludeOpForFullLoad が
true または y に設定されている場合、INSERT は .csv ファイルの最初の
フィールドに I 注釈として記録されます。

Note

このパラメータは、.csv ファイルへの出力の場合にの
み、CdcInsertsOnly または CdcInsertsAndUpdates と連動
します。これらのパラメータがどのように連動するかの詳細につ
いては、「移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表
示 (p. 396)」をご参照ください。

デフォルト値: false

有効な値: true、false、y、n

例: --s3-settings '{"IncludeOpForFullLoad": true}'

CompressionType GZIP に設定された場合にターゲットの .csv または .parquet ファイルを圧縮
するために GZIP を使用するオプションのパラメータ。このパラメータがデ
フォルトに設定されている場合、ファイルは圧縮されないままになります。

デフォルト値: NONE

有効な値: GZIP または NONE

例: --s3-settings '{"CompressionType": "GZIP"}'

CsvDelimiter .csv ソースファイル内の列を分離するために使用される区切り文字。デフォ
ルトはカンマ (,) です。

例: --s3-settings '{"CsvDelimiter": ","}'
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オプション 説明

CsvRowDelimiter .csv ソースファイル内の行を分離するために使用される区切り文字。デフォ
ルトでは、改行 (\n) です。

例: --s3-settings '{"CsvRowDelimiter": "\n"}'

MaxFileSize 全ロードで S3 ターゲットに移行中に作成される .csv ファイルの最大サイズ 
(KB 単位) を指定する値です。

デフォルト値: 1,048,576 KB (1 GB)

有効な値: 1～1,048,576

例: --s3-settings '{"MaxFileSize": 512}'

Rfc4180 .csv ファイル形式のみを使用して Amazon S3 に移行するデータに対し
て、RFC に準拠する動作を設定するために使用するオプションのパラメータ
です。この値を Amazon S3true に設定するかy、Amazon S3 をターゲット
として使用しているときに、データに引用符、カンマ、または改行文字が含
まれている場合は、列全体が二重引用符 (「)AWS DMS で囲まれます。デー
タ内のすべての引用符が 2 回が繰り返されます。このフォーマットは、RFC 
4180 に準拠しています。

デフォルト値: true

有効な値: true、false、y、n

例: --s3-settings '{"Rfc4180": false}'

EncryptionMode S3 にコピーした .csv または .parquet オブジェクトファイルを暗号化する
サーバー側の暗号化モードです。有効な値は、SSE_S3 (S3 サーバー側の暗
号化) または SSE_KMS (KMS キーの暗号化) です。SSE_KMS を選択する場
合、暗号化のために使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) に
ServerSideEncryptionKmsKeyId パラメータを設定します。

Note

CLI modify-endpoint コマンドを使用して、既存のエンドポイン
トの EncryptionMode のパラメータ値を SSE_KMS から SSE_S3
に変更するすることもできます。しかし EncryptionMode の値を
SSE_S3 から SSE_KMS に変えることはできません。

デフォルト値: SSE_S3

有効な値: SSE_S3 または SSE_KMS

例: --s3-settings '{"EncryptionMode": SSE_S3}'
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オプション 説明

ServerSideEncryptionKmsKeyIdEncryptionMode を SSE_KMS に設定した場合は、このパラメータを KMS 
キーの Amazon リソースネーム (ARN) に設定します。アカウントに作成した 
AWS KMS キーのリスト内でキーエイリアスを選択すると、この ARN が見
つかります。キーを作成する場合、特定のポリシーと関連付けられるロール
をこの KMS キーに関連付ける必要があります。詳細については、「Amazon 
S3 ターゲットオブジェクトを暗号化する AWS KMS キーの作成 (p. 375)」
を参照してください。

例: --s3-settings 
'{"ServerSideEncryptionKmsKeyId":"arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/11a1a1a1-aaaa-9999-
abab-2bbbbbb222a2"}'

DataFormat S3 オブジェクトを作成するために AWS DMS が使用するファイルの出力
形式。Amazon S3 ターゲットに対して AWS DMS は、.csv または .parquet 
ファイルをサポートしています。.parquet ファイルには、十分な圧縮
オプションおよびより高速なクエリパフォーマンスのバイナリ列指向
ストレージがあります。.parquet ファイルについての詳細は、「https:// 
parquet.apache.org/」を参照してください。

デフォルト値: csv

有効な値: csv または parquet

例: --s3-settings '{"DataFormat": "parquet"}'

EncodingType Parquet エンコードタイプです。このエンコードタイプオプションには、次が
含まれます。

• rle-dictionary - このディクショナリエンコードは、より効率的な繰り
返し値を保存するためにビットパッキングとランレングスエンコードを組
み合わせて使用します。

• plain - エンコードなし。
• plain-dictionary - このディクショナリエンコードは、特定の列で発生

する値のディクショナリを構築します。ディクショナリは各列チャンクの
ディクショナリページに保存されます。

デフォルト値: rle-dictionary

有効な値: rle-dictionary、plain、または plain-dictionary

例: --s3-settings '{"EncodingType": "plain-dictionary"}'

DictPageSizeLimit .parquet ファイルのディクショナリページで許容される最大サイズ (バイト単
位)。ディクショナリページがこの値を超えると、このページではプレーンエ
ンコードが使用されます。

デフォルト値: 1,024,000 (1 MB)

有効な値: 任意の有効な整数値

例: --s3-settings '{"DictPageSizeLimit": 2,048,000}'
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オプション 説明

RowGroupLength .parquet ファイルの 1 つの行グループの行数です。

デフォルト値: 10,024 (10 KB)

有効な値:任意の有効な整数

例: --s3-settings '{"RowGroupLength": 20,048}'

DataPageSize .parquet ファイルのデータページで許容される最大サイズ (バイト単位)。

デフォルト値: 1,024,000 (1 MB)

有効な値:任意の有効な整数

例: --s3-settings '{"DataPageSize": 2,048,000}'

ParquetVersion .parquet ファイル形式のバージョン。

デフォルト値: PARQUET_1_0

有効な値: PARQUET_1_0 または PARQUET_2_0

例: --s3-settings '{"ParquetVersion": "PARQUET_2_0"}'

EnableStatistics true または y に設定された場合に、.parquet ファイルと行グループに関する
統計を有効化します。

デフォルト値: true

有効な値: true、false、y、n

例: --s3-settings '{"EnableStatistics": false}'

TimestampColumnName S3 ターゲットエンドポイントデータにタイムスタンプ列を含めるためのオプ
ションのパラメータ。

AWS DMSTimestampColumnName空白以外の値に設定すると、移行した
データの.csv または.parquetSTRING オブジェクトファイルに列が追加されま
す。

全ロードの場合、このタイムスタンプ列の各行には、データが DMS によって
ソースからターゲットに転送されたときのタイムスタンプが含まれます。

CDC ロードの場合、タイムスタンプ列の各行には、ソースデータベースでの
その行のコミットのタイムスタンプが含まれます。

タイムスタンプ列の値の文字列形式は yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS で
す。デフォルトでは、この値の精度はマイクロ秒です。CDC 負荷の場合、精
度の丸めについては、ソースデータベースに対して DMS でサポートされてい
るコミットのタイムスタンプによって異なります。

AddColumnNameパラメータがに設定されている場合true、DMS 
は、の空白以外の値として設定したタイムスタンプ列の名前も含めま
すTimestampColumnName。

例: --s3-settings '{"TimestampColumnName": "TIMESTAMP"}'
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オプション 説明

UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp、このパラメータは true に設定した場合、時間データが
ターゲットに書き込まれるのではなく、タスクのスタート時
刻をタイムスタンプ列の値として使用します。全ロードの場
合、UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp が true に設定される
場合、タイムスタンプ列の各行には、タスクのスタート時刻が格納されま
す。CDC ロードの場合、タイムスタンプ列の各行には、トランザクションの
コミット時刻が含まれます。

UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp が false に設定される場
合、タイムスタンプカラムの全ロードタイムスタンプは、データがターゲッ
トに到着した時間により増分となります。

デフォルト値: false

有効な値: true、false

例: --s3-settings '{"UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp": 
true}'

UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp: true は、CDC ロード用
に TimestampColumnName で並べ替えることが可能な全ロードに対して S3 
ターゲット TimestampColumnName の作成を助けます。

ParquetTimestampInMillisecond.parquet 形式で S3 オブジェクトに書き込まれるすべての TIMESTAMP 列値の
精度を指定するオプションのパラメータ。

この属性を true または y に設定すると、AWS DMS はすべての
TIMESTAMP 列をミリ秒の精度で .parquet 形式のファイルに書き込みます。
それ以外の場合、DMS はそれらをマイクロ秒の精度で書き込みます。

現在、Amazon Athena と AWS Glue は、TIMESTAMP 値をミリ秒の精度での
み処理できます。データを Athena または AWS Glue でクエリまたは処理す
る場合にのみ、.parquet 形式の S3 エンドポイント オブジェクトファイルに
対してこの属性を true に設定します。

Note

• AWS DMS は、マイクロ秒の精度で .csv 形式で S3 ファイルに書
き込まれたすべての TIMESTAMP 列値を書き込みます。

• この属性の設定は、TimestampColumnName 属性を設定すること
で挿入されたタイムスタンプ列値の文字列の形式には影響しませ
ん。

デフォルト値: false

有効な値: true、false、y、n

例: --s3-settings '{"ParquetTimestampInMillisecond": true}'
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オプション 説明

GlueCatalogGenerationを生成するにはAWS Glue Data Catalog、このエンドポイント設定をに設定し
ますtrue。

デフォルト値: false

有効な値:true、false、

例: --s3-settings '{"GlueCatalogGeneration": true}'

注:GlueCatalogGenerationPreserveTransactionsおよびと一緒に使
用しないでくださいCdcPath。

の AmazonAWS Glue Data Catalog S3 ターゲットでの使用AWS 
DMS
AWS Glueは、データを簡単に分類するサービスで、と呼ばれるメタデータリポジトリで構成されてい
ますAWS Glue Data Catalog。Amazon S3AWS Glue Data Catalog ターゲットエンドポイントと統合
し、Amazon AthenaAWS などの他のサービスを通じて Amazon S3 データをクエリできます。Amazon 
RedshiftAWS Glue はこれをプリビルドオプションとして利用できますが、AWS DMSサポートしていませ
ん。

データカタログを生成するには、AWS CLI次の例に示すようにtrue、GlueCatalogGenerationエンド
ポイント設定をに設定します。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint  
            --engine-name s3 --endpoint-type target--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn":  
            "your-service-access-ARN", "BucketFolder": "your-bucket-folder", "BucketName":  
            "your-bucket-name", "DataFormat": "parquet", "GlueCatalogGeneration": true}'

csvタイプデータを含む全負荷レプリケーションタスクの場合は、IncludeOpForFullLoadに設定しま
すtrue。

GlueCatalogGenerationPreserveTransactionsおよびと一緒に使用しないでくださ
いCdcPath。AWS Glueクローラは、指定されたファイルに保存されているさまざまなスキーマを照合で
きませんCdcPath。

Amazon Athena で Amazon S3 データのインデックスを作成し、Amazon Athena を介して標準 SQL クエ
リを使用してデータをクエリするには、移行タスクに次の一連の権限が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        { 
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation",  
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket",  
                "s3:ListBucketMultipartUploads",  
                "s3:ListMultipartUploadParts",  
                "s3:AbortMultipartUpload"  
            ],  
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket123",  
                "arn:aws:s3:::bucket123/*"  
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            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "glue:CreateDatabase",  
                "glue:GetDatabase",  
                "glue:CreateTable",  
                "glue:DeleteTable",  
                "glue:UpdateTable",  
                "glue:GetTable",  
                "glue:BatchCreatePartition",  
                "glue:CreatePartition",  
                "glue:UpdatePartition",  
                "glue:GetPartition",  
                "glue:GetPartitions",  
                "glue:BatchGetPartition" 
            ],  
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:*:111122223333:catalog",  
                "arn:aws:glue:*:111122223333:database/*",  
                "arn:aws:glue:*:111122223333:table/*"  
            ] 
        },  
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "athena:StartQueryExecution", 
                "athena:GetQueryExecution",  
                "athena:CreateWorkGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:athena:*:111122223333:workgroup/
glue_catalog_generation_for_task_*" 
        } 
    ]
}

リファレンス:

• AWS Glue の詳細については、AWS Glueデベロッパーガイドの「 の概念」を参照してください。
• 詳細については、AWS Glue Data CatalogAWS Glue開発者ガイドの「コンポーネント」を参照してくだ

さい。

Amazon S3 ターゲットでのデータ暗号化、パーケットファイ
ル、CDC の使用
S3 ターゲットエンドポイント設定を使用して、以下を構成できます。

• S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するカスタム KMS キーです。
• S3 ターゲットオブジェクトのストレージ形式としての Parquet ファイルです。
• S3 ターゲットでのトランザクション順序を含むデータ キャプチャ (CDC) を変更します。
• Amazon S3AWS Glue Data Catalog ターゲットエンドポイントと統合し、Amazon Athena などの他の

サービスを通じて Amazon S3 データにクエリを実行します。

AWS KMS データ暗号化に対する キー設定

次の例では、S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するカスタム KMS キーの設定を示しています。開始す
るには、次の create-endpoint CLI コマンドを実行します。

393

https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/components-key-concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/components-overview.html


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ターゲットとしての Amazon S3 の使用

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --
endpoint-type target  
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "CsvRowDelimiter": 
 "\n",  
"CsvDelimiter": ",", "BucketFolder": "your-bucket-folder",  
"BucketName": "your-bucket-name",  
"EncryptionMode": "SSE_KMS",  
"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/72abb6fb-1e49-4ac1-9aed-c803dfcc0480"}'

ここでは、--s3-settings オプションで指定される JSON オブジェクトは 2 つのパラメータを定義し
ます。1 つは、値が SSE_KMS の EncryptionMode パラメータです。もう 1 つは、arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/72abb6fb-1e49-4ac1-9aed-c803dfcc0480 の値がある
ServerSideEncryptionKmsKeyId パラメータです。この値は、カスタム KMS キーの Amazon リソー
スネーム (ARN) です。S3 ターゲットの場合、追加の設定も指定します。これによって、ロールへのサー
バーアクセスの識別、デフォルトの CSV オブジェクトストレージ形式の区切り記号の提供、S3 ターゲッ
トオブジェクトを保存するバケットの場所と名前の指定が行われます。

デフォルトでは、S3 データ暗号化は S3 サーバー側の暗号化を使用して行われます。前述の例の S3 ター
ゲットの場合、次の例に示すように、これはそのエンドポイント設定を指定することと同様です。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --
endpoint-type target
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "CsvRowDelimiter": 
 "\n",  
"CsvDelimiter": ",", "BucketFolder": "your-bucket-folder",  
"BucketName": "your-bucket-name",  
"EncryptionMode": "SSE_S3"}'

S3 サーバー側暗号化の使用の詳細については、「サーバー側の暗号化を使用したデータの保護」をご参照
ください。

Note

CLI modify-endpoint コマンドを使用して、既存のエンドポイントの EncryptionMode のパ
ラメータ値を SSE_KMS から SSE_S3 に変更するすることもできます。しかし EncryptionMode
の値を SSE_S3 から SSE_KMS に変えることはできません。

S3 ターゲットオブジェクトを保存するために .parquet ファイルを使用する設定
S3 ターゲットオブジェクトを作成するデフォルトの形式は .csv ファイルです。次の例では、S3 ターゲッ
トオブジェクトを作成する形式として .parquet ファイルを指定するいくつかのエンドポイント設定を示し
ています。次の例に示すように、すべてのデフォルトで .parquet ファイル形式を指定できます。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --
endpoint-type target  
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "DataFormat": 
 "parquet"}'

ここでは、DataFormat パラメータが parquet に設定されて、すべての S3 デフォルトでこの形式を
有効化しています。これらのデフォルトには、繰り返し値を効率的に保存するためにビットパッキング
およびランレングスエンコードの組み合わせを使用するディクショナリエンコード ("EncodingType: 
"rle-dictionary") が含まれます。

次の例に示すように、デフォルト以外のオプションに追加の設定をさら加えることができます。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --
endpoint-type target
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "BucketFolder": "your-
bucket-folder",
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"BucketName": "your-bucket-name", "CompressionType": "GZIP", "DataFormat": "parquet", 
 "EncodingType: "plain-dictionary", "DictPageSizeLimit": 3,072,000,
"EnableStatistics": false }'

ここでは、複数の標準 S3 バケットオプションおよび DataFormat パラメータに加えて、次のような追加
の .parquet ファイルパラメータが設定されています。

• EncodingType - ディクショナリページの列チャンクごとで各列に発生する値を保存するディクショナ
リエンコード (plain-dictionary) を設定します。

• DictPageSizeLimit - ディクショナリページの最大のサイズを 3 MB に設定します。
• EnableStatistics - Parquet ファイルページおよび行グループに関する統計のコレクションを有効化

するデフォルトを無効にします。

S3 ターゲットでのトランザクション順序を含むデータ変更 (CDC) のキャプチャ

デフォルトでは、AWS DMS がCDC タスクを実行する際は、ソースデータベース (またはデータベース) 
にログされたすべての行の変更を、各テーブルの 1 つ以上のファイルに保存します。同じテーブルに対す
る変更を含む各ファイル集合は、そのテーブルに関連付けられた単一のターゲットディレクトリに常駐し
ます。AWS DMS は、Amazon S3 ターゲット エンドポイントに移行されたデータベーステーブルと同じ
数のターゲットディレクトリを作成します。ファイルは、トランザクションの順序に関係なく、これらの
ディレクトリの S3 ターゲットに保存されます。ファイル命名規約、データコンテンツ、形式の詳細につ
いては、「AWS Database Migration Service のターゲットに Amazon S3 を使用する (p. 367)」をご参照
ください。

トランザクション順序もキャプチャする方法でソースデータベースの変更をキャプチャするには、AWS 
DMS にすべてのデータベーステーブル行の変更をトランザクションサイズに応じて作成される 1 つ以上
の .csv ファイルに保存するよう指示する S3 エンドポイント設定を指定できます。これらの.csv トランザ
クションファイルには各トランザクションに関連するすべてのテーブルについて、すべての行の変更がト
ランザクション順にリストされます。これらのトランザクションファイルは S3 ターゲットでも指定suru 
1 つの[transaction directory] (トランザクションディレクトリ) に一括で常駐します。各トランザクション
ファイルでは、トランザクションオペレーションと、行変更ごとにデータベースとソーステーブルの識別
情報が行データの一部として次のように保存されます。

operation,table_name,database_schema_name,field_value,...

ここで、operation は、変更された行のトランザクションオペレーションで、table_name は、行が変
更されるデータベーステーブルの名前、database_schema_name は、テーブルが常駐するデータベース
スキーマの名前、field_value は、行のデータを指定する 1 つ以上のフィールド値の先頭です。

次のトランザクションファイルの例は、2 つのテーブルを含む 1 つ以上のトランザクションの変更された
行を示しています。

I,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,13,Daniel
U,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,23,Kathy
D,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,13,Cathy
I,Names_6d152ce62d,rdsTempsdb,15,Jane
I,Names_6d152ce62d,rdsTempsdb,24,Chris
I,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,16,Mike

ここでは、各行のトランザクションオペレーションは I (挿入)、U (更新)、または D (削除) を最初の列に表
示します。テーブル名は 2 番目のカラムの値です (例えば、Names_03cdcad11a)。データベーススキー
マの名前は、3 列目の値です (例えば、rdsTempsdb)。残りの列には独自の行データが代入されます (例え
ば、13,Daniel)。

加えて、AWS DMS は、次の命名規則に従って、タイムスタンプを使用して Amazon S3 ターゲットで作
成するトランザクションファイルに名前を付けます。
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CDC_TXN-timestamp.csv

ここで、timestamp は、次の例のように、トランザクションファイルが作成された時刻です。

CDC_TXN-20201117153046033.csv

ファイル名にこのタイムスタンプを使用すると、トランザクションファイルがトランザクションディレク
トリにリストされたときに、トランザクションファイルが作成され、トランザクション順にリストされま
す。

Note

トランザクションの順序でデータ変更を取り込む場合、AWS DMS は、ターゲットの
DataFormat S3 設定値に関係なく、常に.csv ファイルに行の変更を保存します。AWS DMS 
は、.parquet ファイルを使用してトランザクション順序でデータの変更を保存しません。

データレプリケーションタスク中に Amazon S3 ターゲットへの書き込みの頻度を制御するに
は、CdcMaxBatchIntervalCdcMinFileSizeと設定を設定できます。これにより、追加のオーバー
ヘッド オペレーションなしでデータを分析する際のパフォーマンスが向上します。詳細については、
「AWS DMS のターゲットとして Amazon S3を使用する場合のエンドポイントの設定 (p. 382)」をご参
照ください。

AWS DMS にすべての行の変更をトランザクション順序に保存するように指令するには

1. ターゲットの PreserveTransactions S3 設定を true に設定します。
2. ターゲットの CdcPath S3 設定を AWS DMS を保存したい目的の場所の相対フォルダパスに設定

し、.csv トランザクションファイルを保存します。

AWS DMS は、このパスをデフォルトの S3 ターゲットバケットと作業ディレクトリ、またはター
ゲットの BucketName と BucketFolder S3 設定を使用して指定したバケットとバケットフォルダ
の下に作成します。

移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表示
AWS DMS は S3 ターゲットにレコードを移行するとき、移行済みレコードのそれぞれに追加のフィー
ルドを作成できます。この追加のフィールドは、ソースデータベースでレコードに適用されたオペ
レーションを示します。AWS DMSこの最初のフィールドをどのように作成および設定するかは、
移行タスクタイプとincludeOpForFullLoadcdcInsertsOnly、およびの設定によって異なりま
すcdcInsertsAndUpdates。

をフルロードするにはincludeOpForFullLoadtrue、各.csvAWS DMS レコードに常に最初のフィール
ドを追加します。このフィールドには、ソースデータベースで行が挿入されたことを示す文字 I (INSERT) 
が含まれます。CDC のロードでは、cdcInsertsOnlyがの場合false (デフォルト)AWS DMS、各.csv 
レコードまたは.parquet レコードに常に最初のフィールドが追加されます。このフィールドには、ソース
データベースで行が挿入されたか、更新されたか、削除されたかを示す文字 I (INSERT)、U (UPDATE)、
または D (DELETE) が含まれます。

次の表では、includeOpForFullLoadcdcInsertsOnlyと属性の設定がどのように連携して移行された
レコードの設定に影響するかを示しています。

使用するパラメータ設定 DMS は、.csv および.parquet 出力のターゲットレ
コードを次のように設定します。

true true 最初のフィールド値が
追加されて I に設定

最初のフィールド値が
追加されて I に設定
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使用するパラメータ設定 DMS は、.csv および.parquet 出力のターゲットレ
コードを次のように設定します。

false false 追加のフィールドなし 最初のフィールド値が
追加されて I、U、また
は D に設定

false true 追加のフィールドなし 追加のフィールドなし

true false 最初のフィールド値が
追加されて I に設定

最初のフィールド値が
追加されて I、U、また
は D に設定

includeOpForFullLoad と cdcInsertsOnly が同じ値に設定されている場合、ターゲットレコードは
現在の移行タイプのレコード設定を制御する属性に従って設定されます。その属性は、全ロードの場合は
includeOpForFullLoad、CDC ロードの場合は cdcInsertsOnly です。

includeOpForFullLoad と cdcInsertsOnly が異なる値に設定されている場合、AWS DMS によっ
てターゲットレコードの設定は CDC と全ロードの両方に対して一貫したものになります。これは、CDC 
ロードのレコード設定を、includeOpForFullLoad で指定された前の全ロードのレコード設定と一致さ
せることで行われます。

つまり、挿入されたレコードを示す最初のフィールドを追加するように全ロードが設定されているとしま
す。この場合、続く CDC ロードは、挿入、更新、または削除されたレコードを示す最初のフィールドを
ソースで必要に応じて追加するように設定されます。逆に、挿入されたレコードを示す最初のフィールド
を追加しないように全ロードが設定されているとします。この場合、CDC ロードも、ソースでの対応する
レコードオペレーションに関係なく、各レコードに最初のフィールドを追加しないように設定されます。

同様に、DMS が追加の最初のフィールドを追加して設定する方法は、includeOpForFullLoad および
cdcInsertsAndUpdates の設定によって異なります。以下の表では、includeOpForFullLoad および
cdcInsertsAndUpdates 属性の設定がどのように連動して、この形式の移行済みレコードの設定に影響
するかを確認できます。

使用するパラメータ設定 DMS が .csv 出力用に設定するターゲットレコード

true true 最初のフィールド値が
追加されて I に設定

最初のフィールド値が
追加されて I または U
に設定

false false 追加のフィールドなし 最初のフィールド値が
追加されて I、U、また
は D に設定

false true 追加のフィールドなし 最初のフィールド値が
追加されて I または U
に設定

true false 最初のフィールド値が
追加されて I に設定

最初のフィールド値が
追加されて I、U、また
は D に設定

S3 Parquet のターゲットデータ型
以下の表に、AWS DMS と AWS DMS データ型からのデフォルトマッピングをを使用する場合にサポート
される Parquet ターゲット データ型を示します。
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AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

AWS DMS データ型 S3 parquet データ型

BYTES BINARY

DATE DATE32

TIME TIME32

DATETIME TIMESTAMP

INT1 INT8

INT2 INT16

INT4 INT32

INT8 INT64

NUMERIC DECIMAL

REAL4 FLOAT

REAL8 DOUBLE

STRING STRING

UINT1 UINT8

UINT2 UINT16

UINT4 UINT32

UINT8 UINT64

WSTRING STRING

BLOB BINARY

NCLOB STRING

CLOB STRING

BOOLEAN BOOL

AWS Database Migration Service のターゲットとして
の Amazon DynamoDB データベースの使用
Amazon DynamoDB のテーブルにデータを移行するために、AWS DMS を使用できます。Amazon 
DynamoDB はシームレスなスケーラビリティが可能な高速で予測可能なパフォーマンスを発揮するフルマ
ネージド NoSQL データベースサービスです。AWS DMS はソースとしてリレーショナルデータベースや 
MongoDB を使用して対応します。

DynamoDB では、テーブル、項目、および属性が、操作するコアコンポーネントです。[table] (テーブル) 
とは項目の集合であり、各 [item ] (項目) は属性の集合です。DynamoDB は、テーブルの各項目を一意に識
別するために、パーティションキーと呼ばれるプライマリキーを使用します。より柔軟なクエリを提供す
るために、キーおよびセカンダリインデックスを使用することもできます。
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ソースのデータベースから、ターゲット DynamoDB テーブルにデータを移行するために、オブジェクト
のマッピングを使用します。オブジェクトのマッピングを使用すると、ソースデータがターゲットのどこ
にあるか判定できます。

AWS DMS が DynamoDB ターゲット エンドポイントにテーブルを作成する際、ソースデータベースのエ
ンドポイントと同じ数のテーブルを作成します。また、AWS DMS はいくつかの DynamoDB パラメータ
値も設定します。テーブル作成のコストは、データの量および移行するテーブルの数によって異なりま
す。

Note

AWS DMSコンソールまたは API の SSL モードオプションは、Kinesis や DynamoDB などの一
部のデータストリーミングおよび NoSQL サービスには適用されません。これらはデフォルト
で安全なため、SSL モードの設定が noneAWS DMS と等しくなっていることを示します (SSL 
モード=なし)。SSL を使用するために、エンドポイントに追加の設定は必要ありません。例え
ば、DynamoDB をターゲットエンドポイントとして使用する場合、デフォルトでセキュリティで
保護されます。DynamoDB への API コールはすべて SSL を使用するため、AWS DMSエンドポ
イントに追加の SSL オプションは不要です。DynamoDB データベースへの接続時にデフォルト
で使用する HTTPS プロトコルを使用して、SSL エンドポイントを介して安全にデータを保存し
取得できます。AWS DMS

転送の速度を高めるために、AWS DMS は DynamoDB ターゲットインスタンスへのマルチスレッド全
ロードに対応しています。DMS では、このマルチスレッドでのタスク設定を、以下でサポートします。

• MaxFullLoadSubTasks - 並列ロードするソーステーブルの最大数を指定するにはこのオプションを使
用します。DMS は、専用のサブタスクを使用して、対応する DynamoDB ターゲットテーブルに各テー
ブルをロードします。デフォルト値は 8 です。最大値は 49 です。

• ParallelLoadThreads - AWS DMS が各テーブルを DynamoDB ターゲットテーブルにロードするた
めに使用するスレッド数を指定するには、このオプションを使用します。デフォルト値は 0 (シングルス
レッド) です。最大値は 200 です。この上限を増やすよう依頼できます。

Note

DMS は、テーブルの各セグメントを独自のスレッドに割り当てロードします。したがっ
て、ParallelLoadThreads をソースのテーブルに指定するセグメントの最大数に設定しま
す。

• ParallelLoadBufferSize – DynamoDB ターゲットにデータをロードするために並列ロードスレッ
ドが使用するバッファ内に保存するレコードの最大数を指定するには、このオプションを使用しま
す。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は ParallelLoadThreads で使用しま
す。ParallelLoadBufferSize は、複数のスレッドがある場合にのみ有効です。

• 個々のテーブルのテーブルマッピング設定 - table-settings ルールを使用して、並列ロードするソー
スから個々のテーブルを識別します。また、これらのルールを使用して、各テーブルの行をマルチス
レッドロード用にセグメント化する方法を指定します。詳細については、「テーブルとコレクション設
定のルールとオペレーション (p. 565)」をご参照ください。

Note

AWS DMS が移行タスクの DynamoDB パラメータ値を設定する場合、デフォルトの読み取り容
量単位 (RCU) パラメータ値が 200 に設定されます。
書き込みキャパティティーユニット (WCU) のパラメータ値も設定されますが、その値は他のいく
つかの設定によって異なります。

• WCU パラメータのデフォルト値は 200 です。
• ParallelLoadThreads タスク設定が 1 より大きい値に設定された場合 (デフォルトは 

0)、WCU パラメータは ParallelLoadThreads 値の 200 倍に設定されます。
• スタンダードの AWS DMS 使用料は使用するリソースに適用されます。
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リレーショナルデータベースから DynamoDB テーブルへの移行
AWS DMS は、DynamoDB のスカラーデータ型へのデータの移行をサポートしています。Oracle や 
MySQL などのリレーショナルデータベースから DynamoDB に移行する場合は、データを格納する方法を
再編成が必要となる場合があります。

現在 AWS DMS は、単一テーブルから単一テーブルに移行する場合の、DynamoDB のスカラー型属性へ
の再構成をサポートしています。リレーショナルデータベースのテーブルから DynamoDB にデータを移
行する場合、テーブルからデータを取得し、DynamoDB のスカラーデータ型属性に形式を変更します。こ
れらの属性は複数の列からデータを受け入れることができるため、列を属性に直接マッピングすることが
できます。

AWS DMS は以下の DynamoDB のスカラーデータ型をサポートしています。

• 文字列
• 数値
• ブール値

Note

ソースからの NULL データは、ターゲットで無視されます。

AWS Database Migration Service のターゲットとして 
DynamoDB を使用する場合の前提条件
AWS DMS のターゲットとして DynamoDBデータベースの使用を開始する前に、IAM ロールを必ず作成し
ます。この IAM ロールは、AWS DMS によって引き受けることができ、移行先の DynamoDB テーブルへ
のアクセスを付与できることが必要です。アクセス許可の最小設定は、次の IAM ポリシーで示します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Sid": "", 
         "Effect": "Allow", 
         "Principal": { 
            "Service": "dms.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action": "sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
} 

DynamoDB に移行する際使用するロールには、次のアクセス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
        "dynamodb:PutItem", 
        "dynamodb:CreateTable", 
        "dynamodb:DescribeTable", 
        "dynamodb:DeleteTable", 
        "dynamodb:DeleteItem", 
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        "dynamodb:UpdateItem" 
    ], 
    "Resource": [ 
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/name1", 
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/OtherName*", 
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/awsdms_apply_exceptions", 
    "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/awsdms_full_load_exceptions" 
    ] 
    }, 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
        "dynamodb:ListTables" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    } 
    ]
}

AWS Database Migration Service のターゲットとして 
DynamoDB を使用する場合の制限
ターゲットとして DynamoDB を使用する場合、以下の制限が適用されます：

• DynamoDB は、数値データ型の最大精度を 38 に制限します。文字列として高い精度のすべてのデータ
型を保存します。オブジェクトマッピング機能を使用して、これを明示的に指定する必要があります。

• DynamoDB に Date データ型がないため、Date データ型を使用しているデータは、文字列に変換されま
す。

• DynamoDB はプライマリ キー属性の更新を許可しません。この制限は、ターゲットで不要なデータが
発生する可能性があるため、変更データキャプチャ (CDC) で継続的なレプリケーションを使用する場合
に重要です。オブジェクトのマッピング方法に応じて、プライマリキーを更新する CDC オペレーショ
ンは 2 つのうちのいずれかを実行できます。これは、更新されたプライマリキーおよび不完全なデータ
がある新しい項目を挿入できるか、あるいは失敗するかのいずれかです。

• AWS DMS は、非複合プライマリキーを含むテーブルのレプリケーションのみをサポートします。例外
は、カスタムパーティションキーまたはソートキー、あるいはその両方があるターゲットテーブルにオ
ブジェクトマッピングを指定する場合です。

• AWS DMS は、CLOB でない限り LOB データには対応しません。AWS DMS は、データの移行時に 
CLOB データを DynamoDB 文字列に変換します。

• ターゲットとして DynamoDB を使用する場合、例外適用制御テーブル 
(dmslogs.awsdms_apply_exceptions) のみがサポートされます。統制テーブルの詳細については、
「制御テーブルタスク設定 (p. 504)」をご参照ください。

DynamoDB にデータを移行するためのオブジェクトマッピング
の使用
AWS DMS は、ソースからターゲット DynamoDB テーブルにデータをマッピングするためのテーブ
ルマッピングルールを使用します。DynamoDB ターゲットにデータをマッピングするために、object-
mapping と呼ばれるテーブルマッピングルールのタイプを使用します。オブジェクトマッピングにより、
移行するデータの属性名とデータを定義できます。オブジェクトマッピングを使用するときは選択ルール
が必要です。

DynamoDB には、パーティションのキーとオプションのソートキー以外に、プリセット構造はありませ
ん。非複合プライマリキーが存在する場合は、AWS DMS はそのキーを使用します。複合プライマリキー
がある場合、またはソートキーを使用する必要がある場合は、ターゲット DynamoDB テーブルでそれら
のキーと他の属性を定義します。
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オブジェクトマッピングルールを作成するには、rule-type を object-mapping として指定します。この
ルールが、使用したいオブジェクトマッピングのタイプを指定します。

ルールの構造は次のとおりです。

{ "rules": [ 
    { 
      "rule-type": "object-mapping", 
      "rule-id": "<id>", 
      "rule-name": "<name>", 
      "rule-action": "<valid object-mapping rule action>", 
      "object-locator": { 
      "schema-name": "<case-sensitive schema name>", 
      "table-name": "" 
      }, 
      "target-table-name": "<table_name>" 
    } 
  ]
}

AWS DMS では現在、rule-action パラメータに対する有効な値として map-record-to-record およ
び map-record-to-document のみがサポートされています。これらの値は、exclude-columns 属性
リストの一部として除外されてないものとして AWS DMS がデフォルトで記録するものを指定します。こ
れらの値は、どのような方法でも属性マッピングに影響しません。

• リレーショナルデータベースから DynamoDB に移行するときに map-record-to-record を使用で
きます。DynamoDB のパーティションキーとしてリレーショナルデータベースからプライマリ キー
を使用し、ソースデータベース内の各列の属性を作成します。map-record-to-record を使用する
場合、exclude-columns 属性リストに示されていないソーステーブル内の任意の列について、AWS 
DMS はターゲット DynamoDB インスタンスに対応する属性を作成します。これは、そのソース列が属
性マッピングで使用されているかどうかにかかわらず作成されます。

• map-record-to-document を使用して、ターゲットの 1 つのフラット DynamoDB マップに "_doc." 
属性名でソース列を配置します。map-record-to-document を使用する場合、AWS DMS はソースの 
1 つのフラットな DynamoDB マップ属性にデータを配置します。この属性は "_doc." と呼ばれます。こ
の配置は、exclude-columns 属性リストに含まれていないソーステーブル内のすべての列に適用され
ます。

rule-action パラメータの map-record-to-record と map-record-to-document の違いを理解す
る 1 つの方法は、この 2 つのパラメータの動作を確認することです。この例では、次の構造とデータを含
むリレーショナルデータベースのテーブルから始めると想定してください。

この情報を DynamoDB に移行するには、データを DynamoDB テーブルにマッピングするルールを作成し
ます。パラメータにリストされている exclude-columns 列を書き留めてください。これらの列はター
ゲットに直接マッピングされていません。代わりに、属性マッピングを使用してデータを新しい項目に結
合します。たとえば、where FirstNameLastNameとを DynamoDB CustomerNameターゲットにまとめて
グループ化します。NickNameそして収入は除外されません。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
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                "schema-name": "test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "TransformToDDB", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "customer" 
            }, 
            "target-table-name": "customer_t", 
            "mapping-parameters": { 
                "partition-key-name": "CustomerName", 
                "exclude-columns": [ 
                    "FirstName", 
                    "LastName", 
                    "HomeAddress", 
                    "HomePhone", 
                    "WorkAddress", 
                    "WorkPhone" 
                ], 
                "attribute-mappings": [ 
                    { 
                        "target-attribute-name": "CustomerName", 
                        "attribute-type": "scalar", 
                        "attribute-sub-type": "string", 
                        "value": "${FirstName},${LastName}" 
                    }, 
                    { 
                        "target-attribute-name": "ContactDetails", 
                        "attribute-type": "document", 
                        "attribute-sub-type": "dynamodb-map", 
                        "value": { 
                            "M": { 
                                "Home": { 
                                    "M": { 
                                        "Address": { 
                                            "S": "${HomeAddress}" 
                                        }, 
                                        "Phone": { 
                                            "S": "${HomePhone}" 
                                        } 
                                    } 
                                }, 
                                "Work": { 
                                    "M": { 
                                        "Address": { 
                                            "S": "${WorkAddress}" 
                                        }, 
                                        "Phone": { 
                                            "S": "${WorkPhone}" 
                                        } 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    ]
} 
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rule-actionパラメータを使用するとmap-record-to-record、NickNameデータと収入が DynamoDB ター
ゲット内の同じ名前の項目にマッピングされます。

ただし、同じルールを使用しますが、rule-actionmap-record-to-documentパラメータをに変更します。
この場合、exclude-columnsNickNameパラメータにリストされていない列と収入は _doc アイテムに
マップされます。

オブジェクトマッピングでのカスタム条件式の使用
DynamoDB テーブルに書き込み中のデータを操作するための条件式と呼ばれる DynamoDB の機能を使用
することができます。DynamoDB の条件式の詳細については、「条件式」をご参照ください。

条件式のメンバーは次から構成されます。

• 式 (必須)
• 式の属性値 (オプション) 属性値の DynamoDB json 構造を指定します
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• 式の属性名 (オプション)
• 条件式をいつ使用するかを選ぶオプション (オプション) デフォルトは apply-during-cdc = false で、 

apply-during-full-load = true です。

ルールの構造は次のとおりです。

"target-table-name": "customer_t", 
      "mapping-parameters": { 
        "partition-key-name": "CustomerName", 
        "condition-expression": { 
          "expression":"<conditional expression>", 
          "expression-attribute-values": [ 
              { 
                "name":"<attribute name>", 
                "value":<attribute value> 
              } 
          ], 
          "apply-during-cdc":<optional Boolean value>, 
          "apply-during-full-load": <optional Boolean value> 
        } 
                 

次のサンプルは、条件式に使用されるセクションを主に示しています。
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オブジェクトマッピングで属性マッピングを使用する
属性マッピングでは、ターゲット上のデータを再編成するために、ソース列名を使用してテンプレート文
字列を指定することができます。ユーザーがテンプレートで指定する場合を除き、書式設定は行われませ
ん。

次の例は、ソースデータベースの構造と、DynamoDB ターゲットの必要とされる構造を示します。最初に
示すのは、ソースの構造で、この場合は Oracle データベースです。次に DynamoDB 内のデータの必要と
される構造を示します。この例では最後に、必要なターゲット構造を作成するのに使用される JSON を示
します。

Oracle データの構造は次のとおりです。

FirstNameLastNameStoreIdHomeAddressHomePhoneWorkAddressWorkPhoneDateOfBirth

プライ
マリキー

該当なし  

RandyMarsh5 221B 
Baker 
Street

123456789031 
Spooner 
Street, 
Quahog

987654321002/29/1988

DynamoDB データの構造は次のとおりです。

CustomerNameStoreId ContactDetails DateOfBirth

パー
ティ
ショ
ン

キー

ソー
トキー

該当なし

Randy,Marsh5 { 
    "Name": "Randy", 
    "Home": { 
        "Address": "221B Baker Street", 
        "Phone": 1234567890 
    }, 
    "Work": { 
        "Address": "31 Spooner Street, 
 Quahog", 
        "Phone": 9876541230 
    }
}

02/29/1988

次の JSON は、DynamoDB 構造を達成するために使用されるオブジェクトマッピングと列マッピングを示
します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
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            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "TransformToDDB", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "customer" 
            }, 
            "target-table-name": "customer_t", 
            "mapping-parameters": { 
                "partition-key-name": "CustomerName", 
                "sort-key-name": "StoreId", 
                "exclude-columns": [ 
                    "FirstName", 
                    "LastName", 
                    "HomeAddress", 
                    "HomePhone", 
                    "WorkAddress", 
                    "WorkPhone" 
                ], 
                "attribute-mappings": [ 
                    { 
                        "target-attribute-name": "CustomerName", 
                        "attribute-type": "scalar", 
                        "attribute-sub-type": "string", 
                        "value": "${FirstName},${LastName}" 
                    }, 
                    { 
                        "target-attribute-name": "StoreId", 
                        "attribute-type": "scalar", 
                        "attribute-sub-type": "string", 
                        "value": "${StoreId}" 
                    }, 
                    { 
                        "target-attribute-name": "ContactDetails", 
                        "attribute-type": "scalar", 
                        "attribute-sub-type": "string", 
                        "value": "{\"Name\":\"${FirstName}\",\"Home\":{\"Address\":
\"${HomeAddress}\",\"Phone\":\"${HomePhone}\"}, \"Work\":{\"Address\":\"${WorkAddress}\",
\"Phone\":\"${WorkPhone}\"}}" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    ]
} 
             

列マッピングを使用するもう 1 つの方法は、ドキュメントタイプとして DynamoDB 形式を使用すること
です。次のコード例では、attribute-sub-type として dynamodb map を属性マッピングに使用しま
す。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
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            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "TransformToDDB", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "customer" 
            }, 
            "target-table-name": "customer_t", 
            "mapping-parameters": { 
                "partition-key-name": "CustomerName", 
                "sort-key-name": "StoreId", 
                "exclude-columns": [ 
                    "FirstName", 
                    "LastName", 
                    "HomeAddress", 
                    "HomePhone", 
                    "WorkAddress", 
                    "WorkPhone" 
                ], 
                "attribute-mappings": [ 
                    { 
                        "target-attribute-name": "CustomerName", 
                        "attribute-type": "scalar", 
                        "attribute-sub-type": "string", 
                        "value": "${FirstName},${LastName}" 
                    }, 
                    { 
                        "target-attribute-name": "StoreId", 
                        "attribute-type": "scalar", 
                        "attribute-sub-type": "string", 
                        "value": "${StoreId}" 
                    }, 
                    { 
                        "target-attribute-name": "ContactDetails", 
                        "attribute-type": "document", 
                        "attribute-sub-type": "dynamodb-map", 
                        "value": { 
                          "M": { 
                            "Name": { 
                              "S": "${FirstName}" 
                            }, 
                            "Home": { 
                                    "M": { 
                                        "Address": { 
                                            "S": "${HomeAddress}" 
                                        }, 
                                        "Phone": { 
                                            "S": "${HomePhone}" 
                                        } 
                                    } 
                                }, 
                                "Work": { 
                                    "M": { 
                                        "Address": { 
                                            "S": "${WorkAddress}" 
                                        }, 
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                                        "Phone": { 
                                            "S": "${WorkPhone}" 
                                        } 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        }         
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    ]
} 
         

代わりにdynamodb-map、dynamodb-list次の例に示すように、 attribute-sub-type を属性マッピングに
使用することもできます。

{
"target-attribute-name": "ContactDetailsList",
"attribute-type": "document",
"attribute-sub-type": "dynamodb-list",
"value": { 
    "L": [ 
            { 
                "N": "${FirstName}" 
            }, 
            {    
                "N": "${HomeAddress}" 
            }, 
            {    
                "N": "${HomePhone}" 
            }, 
            { 
                "N": "${WorkAddress}" 
            }, 
            { 
                "N": "${WorkPhone}" 
            } 
        ]    
    }
}              
                 

例1: オブジェクトマッピングで属性マッピングを使用する

次の例では、2 つの MySQL データベーステーブル nfl_data と sport_team から NflTeams という名前の 
2 つの DynamoDB SportTeamsテーブルにデータを移行します。テーブルの構造、および MySQL データ
ベーステーブルから DynamoDB テーブルへデータをマップするために使用される JSON は、次のとおり
です。

MySQL データベース nfl_data の構造は次のとおりです。

mysql> desc nfl_data;
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Position      | varchar(5)  | YES  |     | NULL    |       |
| player_number | smallint(6) | YES  |     | NULL    |       |
| Name          | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
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| status        | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| stat1         | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| stat1_val     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| stat2         | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| stat2_val     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| stat3         | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| stat3_val     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| stat4         | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| stat4_val     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| team          | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
             

MySQL データベーステーブルsport_team の構造は次のとおりです。

mysql> desc sport_team;
+---------------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                     | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id                        | mediumint(9) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name                      | varchar(30)  | NO   |     | NULL    |                |
| abbreviated_name          | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |                |
| home_field_id             | smallint(6)  | YES  | MUL | NULL    |                |
| sport_type_name           | varchar(15)  | NO   | MUL | NULL    |                |
| sport_league_short_name   | varchar(10)  | NO   |     | NULL    |                |
| sport_division_short_name | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |                | 
             

2 つのテーブルを 2 つの DynamoDB テーブルにマッピングするために使用されるテーブルマッピングルー
ルは次のとおりです。

{ 
  "rules":[ 
    { 
      "rule-type": "selection", 
      "rule-id": "1", 
      "rule-name": "1", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "dms_sample", 
        "table-name": "nfl_data" 
      }, 
      "rule-action": "include" 
    }, 
    { 
      "rule-type": "selection", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "dms_sample", 
        "table-name": "sport_team" 
      }, 
      "rule-action": "include" 
    }, 
    { 
      "rule-type":"object-mapping", 
      "rule-id":"3", 
      "rule-name":"MapNFLData", 
      "rule-action":"map-record-to-record", 
      "object-locator":{ 
        "schema-name":"dms_sample", 
        "table-name":"nfl_data" 
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      }, 
      "target-table-name":"NFLTeams", 
      "mapping-parameters":{ 
        "partition-key-name":"Team", 
        "sort-key-name":"PlayerName", 
        "exclude-columns": [ 
          "player_number", "team", "Name" 
        ], 
        "attribute-mappings":[ 
          { 
            "target-attribute-name":"Team", 
            "attribute-type":"scalar", 
            "attribute-sub-type":"string", 
            "value":"${team}" 
          }, 
          { 
            "target-attribute-name":"PlayerName", 
            "attribute-type":"scalar", 
            "attribute-sub-type":"string", 
            "value":"${Name}" 
          }, 
          { 
            "target-attribute-name":"PlayerInfo", 
            "attribute-type":"scalar", 
            "attribute-sub-type":"string", 
            "value":"{\"Number\": \"${player_number}\",\"Position\": \"${Position}\",
\"Status\": \"${status}\",\"Stats\": {\"Stat1\": \"${stat1}:${stat1_val}\",\"Stat2\": 
 \"${stat2}:${stat2_val}\",\"Stat3\": \"${stat3}:${
stat3_val}\",\"Stat4\": \"${stat4}:${stat4_val}\"}" 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    { 
      "rule-type":"object-mapping", 
      "rule-id":"4", 
      "rule-name":"MapSportTeam", 
      "rule-action":"map-record-to-record", 
      "object-locator":{ 
        "schema-name":"dms_sample", 
        "table-name":"sport_team" 
      }, 
      "target-table-name":"SportTeams", 
      "mapping-parameters":{ 
        "partition-key-name":"TeamName", 
        "exclude-columns": [ 
          "name", "id" 
        ], 
        "attribute-mappings":[ 
          { 
            "target-attribute-name":"TeamName", 
            "attribute-type":"scalar", 
            "attribute-sub-type":"string", 
            "value":"${name}" 
          }, 
          { 
            "target-attribute-name":"TeamInfo", 
            "attribute-type":"scalar", 
            "attribute-sub-type":"string", 
            "value":"{\"League\": \"${sport_league_short_name}\",\"Division\": 
 \"${sport_division_short_name}\"}" 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  ]
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} 
             

NFLTeams DynamoDB テーブルの出力例は次のとおりです。

  "PlayerInfo": "{\"Number\": \"6\",\"Position\": \"P\",\"Status\": \"ACT\",\"Stats\": 
 {\"Stat1\": \"PUNTS:73\",\"Stat2\": \"AVG:46\",\"Stat3\": \"LNG:67\",\"Stat4\": \"IN 
 20:31\"}", 
  "PlayerName": "Allen, Ryan", 
  "Position": "P", 
  "stat1": "PUNTS", 
  "stat1_val": "73", 
  "stat2": "AVG", 
  "stat2_val": "46", 
  "stat3": "LNG", 
  "stat3_val": "67", 
  "stat4": "IN 20", 
  "stat4_val": "31", 
  "status": "ACT", 
  "Team": "NE"
} 
             

SportsTeams DynamoDB テーブルのサンプル出力を以下に示します。

{ 
  "abbreviated_name": "IND", 
  "home_field_id": 53, 
  "sport_division_short_name": "AFC South", 
  "sport_league_short_name": "NFL", 
  "sport_type_name": "football", 
  "TeamInfo": "{\"League\": \"NFL\",\"Division\": \"AFC South\"}", 
  "TeamName": "Indianapolis Colts"
} 
             

DynamoDB のターゲットデータ型
AWS DMS の DynamoDB エンドポイントでは、DynamoDB のほとんどのデータ型がサポートされます。
以下の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる Amazon AWS DMS のターゲットデータ型
と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

AWS DMS が異なるデータベースからデータを移行するときは、ソースデータベースからのデータ型
を、AWS DMS データ型という中間のデータ型にマッピングします。その後、中間データ型をターゲッ
トデータ型にマッピングします。以下の表は、各 AWS DMS データ型と DynamoDB でのマッピング先の
データ型を示しています。

AWS DMS データ型 DynamoDB データ型

文字列 文字列

WString 文字列
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AWS DMS データ型 DynamoDB データ型

ブール値 ブール値

日付 文字列

DateTime 文字列

INT1 数値

INT2 数値

INT4 数値

INT8 数値

数値 数値

Real4 数値

Real8 数値

UINT1 数値

UINT2 数値

UINT4 数値

UINT8 数値

CLOB 文字列

AWS Database Migration Service のターゲットとして 
Amazon Kinesis Data Streams の使用
AWS DMS を使用して、Amazon Kinesis データストリームにデータを移行できます。Amazon Kinesis 
Data Streams サービスは、Amazon Kinesis Data Streams サービスの一部です。データレコードの大量の
ストリームをリアルタイムで収集し、処理するには、Kinesis データストリームを使用します。

Kinesis データストリームはシャードで構成されています。シャードは、ストリーム内のデータレコード
の一意に識別されたシーケンスです。Amazon Kinesis Data Streams におけるシャードの詳細について
は、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの「シャード」をご参照ください。

AWS Database Migration Service は、JSON を使用してレコードを Kinesis データストリームに
発行します。変換時に、AWS DMS はソースデータベースから各レコードを JSON 形式または 
JSON_UNFORMATTED メッセージ形式の属性と値のペアにシリアル化します。JSON_UNFORMATTED 
メッセージ形式は、改行区切り文字を含む単一行の JSON 文字列です。これにより、Amazon Kinesis 
Data Firehose は Amazon S3 の宛先に Kinesis データを配信し、Amazon Athena を含むさまざまなクエリ 
エンジンを使用してクエリを実行できます。

サポートされている任意のデータソースから、ターゲットストリームにデータを移行するために、オブ
ジェクトのマッピングを使用します。オブジェクトマッピングを使用して、ストリームにデータレコード
を構築する方法を決定します。データをそのシャードにグループ化するために Kinesis Data Streams で使
用する、各テーブルのパーティション キーも定義します。

AWS DMS が Kinesis Data Streams ターゲット エンドポイントでテーブルを作成する際、ソースデータ
ベースのエンドポイントと同じ数のテーブルを作成します。また、AWS DMS はいくつかの Kinesis Data 
Streams パラメータ値も設定します。テーブル作成のコストは、データの量および移行するテーブルの数
によって異なります。
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Note

AWS DMSコンソールまたは API の SSL モードオプションは、Kinesis や DynamoDB などの一
部のデータストリーミングおよび NoSQL サービスには適用されません。これらはデフォルト
で安全なため、SSL モードの設定が noneAWS DMS と等しくなっていることを示します (SSL 
モード=なし)。SSL を使用するために、エンドポイントに追加の設定は必要ありません。例え
ば、Kinesis をターゲット エンドポイントとして使用する場合、デフォルトでセキュリティで保
護されます。Kinesis への API コールはすべて SSL を使用するため、AWS DMSエンドポイント
に追加の SSL オプションは不要です。Kinesis Data Stream への接続時にデフォルトで使用する 
HTTPS プロトコルを使用して、SSL エンドポイントを介して安全にデータを保存し取得できま
す。AWS DMS

Kinesis Data Streams エンドポイント設定

Kinesis Data Streams ターゲットエンドポイントを使用すると、AWS DMS API の KinesisSettings オ
プションを使用してトランザクションとコントロールの詳細を取得できます。

接続は、次のいずれかの方法で設定できます。

• AWS DMS コンソールで、エンドポイント設定を使用します。
• CLI では、kinesis-settingsCreateEndpointコマンドのオプションを使用します。

CLI で、次の kinesis-settings オプションのリクエストパラメータを使用します。

Note

AWS DMS バージョン 3.4.1 以降では、IncludeNullAndEmpty エンドポイント設定に対応して
います。ただし、Kinesis Data Streams ターゲットに対する次のその他のエンドポイント設定の
サポートは AWS DMS で利用できます。

• MessageFormat - エンドポイントで作成されたレコードの出力形式。メッセージ形式は JSON (デフォ
ルト) または JSON_UNFORMATTED (タブなし 1 行) です。

• IncludeControlDetails - Kinesis メッセージ出力に、テーブル定義、列定義、テーブル、列の変更
の詳細な制御情報を表示します。デフォルトは false です。

• IncludeNullAndEmpty — ターゲットに NULL 列と空の列を含めます。デフォルトは false です。
• IncludePartitionValue— パーティションタイプが 0 でない限り、Kinesis メッセージ出力内のパー

ティション値を表示しますschema-table-type。デフォルトは false です。
• IncludeTableAlterOperations – rename-table、drop-table、add-column、drop-
column、rename-column など、制御データのテーブルを変更するデータ定義言語 (DDL) オペレー
ションが含まれます。デフォルトは false です。

• IncludeTransactionDetails - ソースデータベースからの詳細のトランザク
ション情報を提供します。この情報には、コミットタイムスタンプ、ログの位
置、transaction_id、previous_transaction_id、および transaction_record_id  (トラン
ザクション内のレコードオフセット) の値が含まれます。デフォルトは false です。

• PartitionIncludeSchemaTable パーティションタイプが primary-key-type の場合、スキーマ
とテーブル名をパーティション値にプレフィックスします。これにより、Kinesis シャード間のデータ分
散が増加します。例えば、SysBench スキーマに数千のテーブルがあり、各テーブルのプライマリ キー
の範囲が制限されているとします。この場合、同じプライマリキーが数千のテーブルから同じシャード
に送信され、スロットリングが発生します。デフォルトは false です。

次の例で、AWS CLI を使用して発行された例 create-endpointコマンドを使用中の kinesis-
settings オプションを示します。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier=$target_name --engine-name kinesis --
endpoint-type target
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--region us-east-1 --kinesis-settings ServiceAccessRoleArn=arn:aws:iam::333333333333:role/
dms-kinesis-role,
StreamArn=arn:aws:kinesis:us-east-1:333333333333:stream/dms-kinesis-target-
doc,MessageFormat=json-unformatted,
IncludeControlDetails=true,IncludeTransactionDetails=true,IncludePartitionValue=true,PartitionIncludeSchemaTable=true,
IncludeTableAlterOperations=true

マルチスレッド全ロードタスク設定

転送を速くするために、AWS DMS では Kinesis Data Streams ターゲットインスタンスへのマルチスレッ
ド全ロードがサポートされています。DMS では、このマルチスレッドでのタスク設定を、以下でサポート
します。

• MaxFullLoadSubTasks - 並列ロードするソーステーブルの最大数を指定するにはこのオプションを使
用します。DMS は、専用のサブタスクを使用して、対応する Kinesis ターゲットテーブルに各テーブル
をロードします。デフォルトは 8、最大値は 49 です。

• ParallelLoadThreads - AWS DMS が各テーブルを Kinesis ターゲットテーブルにロードするために
使用するスレッドの数を指定するには、このオプションを使用します。Kinesis Data Streams ターゲッ
トの最大値は 32 です。この上限を増やすよう依頼できます。

• ParallelLoadBufferSize – Kinesis ターゲットにデータをロードするために並列ロードスレッド
が使用する、バッファ内に保存するレコードの最大数を指定するには、このオプションを使用しま
す。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は ParallelLoadThreads で使用しま
す。ParallelLoadBufferSize は、複数のスレッドがある場合にのみ有効です。

• ParallelLoadQueuesPerThread - このオプションを使用して、各同時スレッドがキューからデータ
レコードを取り出し、ターゲットのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定しま
す。デフォルトは 1 です。ただし、さまざまなペイロードサイズの Kinesis ターゲットの場合、有効な
範囲は 1 スレッドあたり 5 ～ 512 キューです。

マルチスレッド CDC ロードタスクの設定

タスク設定を使用して PutRecords API コールの動作を変更するなど、Kinesis などのリアルタイム デー
タストリーミング ターゲット エンドポイントの変更データキャプチャ (CDC) のパフォーマンスを向上さ
せることができます。これを行うには、ParallelApply* タスク設定を使用して、同時スレッドの数、
スレッドあたりのキュー数、バッファに格納するレコード数を指定します。例えば、CDC ロードを実行
し、128 本のスレッドを並列に適用するとします。また、スレッドあたり 64 個のキューにアクセスし
て、バッファあたり 50 個のレコードを保存する必要があります。

CDC のパフォーマンスを向上させるため、AWS DMS では次のタスク設定をサポートしています。

• ParallelApplyThreads - データレコードを Kinesis ターゲットエンドポイントにプッシュするため
に CDC ロード中に AWS DMS が使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 で、最大
値は 32 です。

• ParallelApplyBufferSize – CDC ロード中に同時スレッドが Kinesis ターゲット エンドポイント
にプッシュする場合に、各バッファキューに保存するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 
100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、ParallelApplyThreads が複数のスレッドを指定
する場合に使用します。

• ParallelApplyQueuesPerThread – 各スレッドがキューからデータレコードを取り出し、CDC 中に 
Kinesis エンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォ
ルト値は 1 で、最大値は 512 です。

ParallelApply* タスク設定を使用する場合、partition-key-type のデフォルトは schema-
name.table-name ではなくテーブルの primary-key です。

415



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ターゲットとしての Amazon Kinesis Data Streams の使用

前イメージを使用した Kinesis データストリームの CDC 行の元
の値のターゲットとしての表示
Kinesis のようなデータストリーミングターゲットに CDC 更新を書き込む場合、更新によって変更される
前に、ソースデータベースの行の元の値を表示できます。これを実現するために、AWS DMS は、ソース
データベースエンジンから提供されたデータに基づいて更新イベントの前イメージを設定します。

ソースデータベースエンジンによって、前イメージに対してさまざまな量の情報が提供されます。

• Oracle では、列が変更された場合にのみ列の更新が提供されます。
• PostgreSQL は、プライマリキーの一部である列のデータ (変更されたかどうか) 

のみを提供します。(変更されているかどうかにかかわらず) すべての列にデータ
を提供するには、REPLICA_IDENTITYFULLの代わりにに設定する必要がありま
すDEFAULT。REPLICA_IDENTITY各テーブルの設定は慎重に選択する必要があることに注意してくだ
さい。REPLICA_IDENTITYに設定するとFULL、すべての列値が連続して先行書き込みロギング (WAL) 
に書き込まれます。これにより、頻繁に更新されるテーブルでパフォーマンスやリソースの問題が発生
する可能性があります。

• MySQL は通常、BLOB と CLOB のデータ型 (変更の有無にかかわらず) を除くすべての列のデータを提
供します。

前イメージを有効にして、ソースデータベースから元の値を AWS DMS 出力に追加するに
は、BeforeImageSettings タスク設定または add-before-image-columns パラメータを使用しま
す。このパラメータは、列変換ルールを適用します。

BeforeImageSettings は、次に示すように、ソースデータベースシステムから収集された値を使用し
て、すべての更新オペレーションに新しい JSON 属性を追加します。

"BeforeImageSettings": { 
    "EnableBeforeImage": boolean, 
    "FieldName": string,   
    "ColumnFilter": pk-only (default) / non-lob / all (but only one)
} 
         

Note

全ロード + CDCタスク (既存のデータを移行して進行中の変更のレプリケーション)、
または CDC のみのタスク (データ変更のみのレプリケーション) を含む AWS DMS に
BeforeImageSettings を適用します。全ロードのタスクには BeforeImageSettings を適用
しないでください。

BeforeImageSettings オプションには、次の項目が適用されます。

• EnableBeforeImage オプションを true に設定して、前イメージを有効にします。デフォルトは
false です。

• FieldName オプションを使用して、新しい JSON 属性に名前を割り当てます。EnableBeforeImage
が true の場合、FieldName は必須であり、空にすることはできません。

• ColumnFilter オプションは、前イメージを使用して追加する列を指定します。テーブルのプライマリ
キーの一部である列だけを追加するには、デフォルト値 pk-only を使用します。前イメージ値を持つ
列を追加するには、all を使用します。前の画像には、CLOB や BLOB などの LOB データ型の列が含
まれていないことに注意してください。

"BeforeImageSettings": { 
    "EnableBeforeImage": true, 
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    "FieldName": "before-image", 
    "ColumnFilter": "pk-only" 
  }

Note

Amazon S3 ターゲットは BeforeImageSettings をサポートしていません。S3 ターゲットの
場合、CDC 中に前イメージを実行するには add-before-image-columns 変換ルールのみを使
用します。

前イメージ変換ルールの使用

タスク設定の代わりに、列変換ルールを適用する add-before-image-columns パラメータを使用でき
ます。このパラメータを使用すると、Kinesis のようなデータストリーミングターゲットで CDC 中に前イ
メージを有効にできます。

変換ルールで add-before-image-columns を使用すると、前イメージの結果のよりきめ細かい制御を
適用することができます。変換ルールを使用すると、オブジェクトロケーターを使用し、ルールに選択し
たテーブルを制御できます。また、変換ルールを連結することもできます。これにより、テーブルごとに
異なるルールを適用できます。その後、他のルールを使用して生成された列を操作できます。

Note

同じタスク内で、add-before-image-columns パラメータと同時に BeforeImageSettings
タスク設定を使用しないでください。代わりに、1 つのタスクにこのパラメータとこの設定のい
ずれかを使用し、両方を使用しないでください。

列の add-before-image-columns パラメータを持つ transformation ルールタイプは、before-
image-def セクションを提供する必要があります。例を以下に示します。

    { 
      "rule-type": "transformation", 
      … 
      "rule-target": "column", 
      "rule-action": "add-before-image-columns", 
      "before-image-def":{ 
        "column-filter": one-of  (pk-only / non-lob / all), 
        "column-prefix": string, 
        "column-suffix": string, 
      } 
    }

column-prefix の値は列名の前に付加され、column-prefix のデフォルト値は BI_ です。column-
suffix の値は列名に追加され、デフォルトは空です。column-prefix と column-suffix の両方を空
の文字列に設定しないでください。

column-filter の値を 1 つ選択します。テーブルのプライマリキーの一部である列だけを追加するに
は、pk-only を選択します。LOB タイプではない列のみを追加するように non-lob を選択します。また
は、前イメージの値を持つ任意の列を追加するように all を選択します。

前イメージ変換前ルールの例

次の例の変換ルールは、ターゲットに BI_emp_no という新しい列を追加します。したがって、UPDATE 
employees SET emp_no = 3 WHERE emp_no = 1; のようなステートメントは、BI_emp_no
フィールドに 1 を設定します。CDC 更新を Amazon S3 ターゲットに書き込むと、更新された元の行は
BI_emp_no 列からわかります。

{ 
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  "rules": [ 
    { 
      "rule-type": "selection", 
      "rule-id": "1", 
      "rule-name": "1", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "%", 
        "table-name": "%" 
      }, 
      "rule-action": "include" 
    }, 
    { 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "rule-target": "column", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "%", 
        "table-name": "employees" 
      }, 
      "rule-action": "add-before-image-columns", 
      "before-image-def": { 
        "column-prefix": "BI_", 
        "column-suffix": "", 
        "column-filter": "pk-only" 
      } 
    } 
  ]
}

add-before-image-columns ルールアクションの使用方法については、「 変換ルールおよび変換アク
ション (p. 543)」をご参照ください。

AWS Database Migration Service のターゲットとして Kinesis ー
タストリームを使用する場合の前提条件
AWS DMS のターゲットとして Kinesisデータストリームを設定する前に、IAM ロールを必ず作成してくだ
さい。このロールにより、移行先の Kinesis データストリームへのアクセスを AWS DMS が引き受けて許
可できるようになります。アクセス許可の最小設定は、次の IAM ポリシーで示します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
   { 
     "Sid": "1", 
     "Effect": "Allow", 
     "Principal": { 
        "Service": "dms.amazonaws.com" 
     }, 
   "Action": "sts:AssumeRole" 
   }
]
}  

         

Kinesis データストリームに移行する際に使用するロールには、次のアクセス許可が必要です。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:DescribeStream", 
                "kinesis:PutRecord", 
                "kinesis:PutRecords" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kinesis:region:accountID:stream/streamName" 
        } 
    ]
}

AWS Database Migration Service のターゲットとして Kinesis 
Data Streamsを使用する場合の制限
ターゲットとして Kinesis Data Streams を使用する場合、以下の制限が適用されます。

• AWS DMSは、特定の Kinesis データストリームの 1 つのデータレコードとして、トランザクションに
関係なく、各更新をソースデータベースの 1 つのレコードに発行します。ただし、KinesisSettings
API の関連パラメータを使用して、各データレコードのトランザクションの詳細を含めることができま
す。

• 完全 LOB モードはサポートされていません。
• サポートされる最大の LOB サイズは 1 MB です。
• Kinesis Data Streamsは、重複排除をサポートしていません。ストリームからデータを消費するアプリ

ケーションは、重複したレコードを処理する必要があります。詳細については、Amazon Kinesis Data 
Streams デベロッパーガイドの「重複レコードの処理」をご参照ください。

• AWS DMS では、パーティションキーの次の 2 つの形式がサポートされています。
• SchemaName.TableName: スキーマとテーブル名の組み合わせ。
• ${AttributeName}: JSON のいずれかのフィールドの値、またはソースデータベースのテーブルの

プライマリキー。
• Kinesis Data Streams 内の保管中のデータの暗号化の詳細については、AWS Key Management Service 

デベロッパーガイドの「Kinesis Data Streams でのデータ保護」をご参照ください。
• BatchApplyは Kinesis エンドポイントではサポートされていません。Kinesis ターゲットにバッチ 適用

を使用 (例えば、BatchApplyEnabled ターゲットメタデータ タスク設定) すると、データが失われる
可能性があります。

• Kinesis ターゲットは、同じ AWS アカウントで Kinesis データストリームのみについてサポートされま
す。

• MySQL ソースから移行する場合、 BeforeImage データには CLOB と BLOB のデータ型は含まれませ
ん。詳細については、「前イメージを使用した Kinesis データストリームの CDC 行の元の値のターゲッ
トとしての表示 (p. 416)」を参照してください。

• AWS DMS科学記法形式の 16BigInt 桁を超えるデータ型の値を移行します。

Kinesis データストリームにデータを移行するためのオブジェク
トマッピングの使用
AWS DMS は、ソースからターゲット Kinesis データストリームにデータをマッピングするためのテーブ
ルマッピングルールを使用します。ターゲットストリームにデータをマッピングするために、オブジェク
トマッピングと呼ばれるテーブルマッピングルールのタイプを使用します。オブジェクトマッピングを使
用して、ソースのデータレコードがどのように Kinesis データストリームに発行されたデータレコードに
マッピングされるかを定義します。
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Kinesis データストリームには、パーティション　キー以外にプリセット構造はありません。オブジェ
クトマッピングルールでは、データレコードの partition-key-type に指定できる値は、schema-
table、transaction-id、primary-key、constant、attribute-name です。

オブジェクトマッピングルールを作成するには、object-mapping として rule-type を指定します。
このルールが、使用したいオブジェクトマッピングのタイプを指定します。

ルールの構造は次のとおりです。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "id", 
            "rule-name": "name", 
            "rule-action": "valid object-mapping rule action", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "case-sensitive schema name", 
                "table-name": "" 
            } 
        } 
    ]
}

AWS DMS では現在、rule-action パラメータに対する有効な値として map-record-to-record およ
び map-record-to-document のみがサポートされています。map-record-to-record および map-
record-to-document の値は、exclude-columns 属性リストの一部として除外されてないものとして 
AWS DMS がデフォルトで記録するものを指定します。これらの値は、どのような方法でも属性マッピン
グに影響しません。

リレーショナルデータベースから Kinesis データストリームに移行する際に map-record-to-record を
使用します。このルールタイプでは、Kinesis データストリームのパーティション キーとしてリレーショ
ナルデータベースから taskResourceId.schemaName.tableName 値を使用し、ソースデータベース内
の各列の属性を作成します。map-record-to-record を使用する場合、exclude-columns 属性リスト
に示されていないソーステーブル内のすべての列について、AWS DMS はターゲットストリームに対応す
る属性を作成します。この対応する属性は、そのソース列が属性マッピングで使用されているかどうかに
かかわらず作成されます。

map-record-to-document を使用して、属性名「_doc」を使用しソース列を適切なターゲットストリー
ム内の単一のフラットドキュメントに配置します。AWS DMS 说「_doc」という名前のソースで 1 つのフ
ラットマップにデータを配置します。この配置は、exclude-columns 属性リストに含まれていないソー
ステーブル内のすべての列に適用されます。

map-record-to-record を理解するための 1 つの方法は、実際の動作を確認することです。この例で
は、次の構造とデータを含むリレーショナルデータベースのテーブルの行から始めると想定してくださ
い。

FirstName LastName StoreId HomeAddressHomePhone WorkAddressWorkPhone DateofBirth

Randy Marsh 5 221B 
Baker 
Street

1234567890 31 
Spooner 
Street, 
Quahog

9876543210 02/29/1988

この情報を Test という名前のスキーマから Kinesis データストリームに移行するには、データをター
ゲットストリームにマッピングするルールを作成します。以下のルールはマッピングを示しています。

{ 
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    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "rule-action": "include", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            } 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "DefaultMapToKinesis", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "Customers" 
            } 
        } 
    ]
}

次は、Kinesis データストリームの結果のレコード形式を示しています：

• StreamName: XXX
• PartitionKey: テスト.顧客 //スキーマ名.テーブル名
• データ: //次の JSON メッセージ

  { 
     "FirstName": "Randy", 
     "LastName": "Marsh", 
     "StoreId":  "5", 
     "HomeAddress": "221B Baker Street", 
     "HomePhone": "1234567890", 
     "WorkAddress": "31 Spooner Street, Quahog", 
     "WorkPhone": "9876543210", 
     "DateOfBirth": "02/29/1988" 
  }    
                 
           

ただし、同じルールを使用しますが、rule-action パラメータを map-record-to-document に変更
して特定の列を除外します。以下のルールはマッピングを示しています。

{ 
 "rules": [ 
    { 
   "rule-type": "selection", 
   "rule-id": "1", 
   "rule-name": "1", 
   "rule-action": "include", 
   "object-locator": { 
    "schema-name": "Test", 
    "table-name": "%" 
   } 
  }, 
  { 
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   "rule-type": "object-mapping", 
   "rule-id": "2", 
   "rule-name": "DefaultMapToKinesis", 
   "rule-action": "map-record-to-document", 
   "object-locator": { 
    "schema-name": "Test", 
    "table-name": "Customers" 
   }, 
   "mapping-parameters": { 
    "exclude-columns": [ 
     "homeaddress", 
     "homephone", 
     "workaddress", 
     "workphone" 
    ] 
   } 
  } 
 ]
}                 

この場合、exclude-columns パラメータ、FirstName、LastName、StoreId、DateOfBirth は
_doc にマッピングされます。次は、この結果のレコード形式を示しています。

       { 
            "data":{ 
                "_doc":{ 
                    "FirstName": "Randy", 
                    "LastName": "Marsh", 
                    "StoreId":  "5", 
                    "DateOfBirth": "02/29/1988" 
                } 
            } 
        } 
             

属性マッピングを使用したデータの再構築

属性マップを使用してデータを Kinesis データストリームに移行している間にデータを再構築できます。
例えば、ソース内の複数のフィールドを結合してターゲット内に 1 つのフィールドを構成することもでき
ます。以下の属性マップはデータを再構築する方法を示しています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "rule-action": "include", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            } 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "TransformToKinesis", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
            "target-table-name": "CustomerData", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
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                "table-name": "Customers" 
            }, 
            "mapping-parameters": { 
                "partition-key-type": "attribute-name", 
                "partition-key-name": "CustomerName", 
                "exclude-columns": [ 
                    "firstname", 
                    "lastname", 
                    "homeaddress", 
                    "homephone", 
                    "workaddress", 
                    "workphone" 
                ], 
                "attribute-mappings": [ 
                    { 
                        "target-attribute-name": "CustomerName", 
                        "attribute-type": "scalar", 
                        "attribute-sub-type": "string", 
                        "value": "${lastname}, ${firstname}" 
                    }, 
                    { 
                        "target-attribute-name": "ContactDetails", 
                        "attribute-type": "document", 
                        "attribute-sub-type": "json", 
                        "value": { 
                            "Home": { 
                                "Address": "${homeaddress}", 
                                "Phone": "${homephone}" 
                            }, 
                            "Work": { 
                                "Address": "${workaddress}", 
                                "Phone": "${workphone}" 
                            } 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

partition-key の定数値を設定するには、partition-key 値を指定します。たとえば、すべてのデー
タを 1 つのシャードに強制的に格納するためにこれを行うことができます。以下のマッピングはこの方法
を示しています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "TransformToKinesis", 
            "rule-action": "map-record-to-document", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 

423



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ターゲットとしての Amazon Kinesis Data Streams の使用

                "table-name": "Customer" 
            }, 
            "mapping-parameters": { 
                "partition-key": { 
                    "value": "ConstantPartitionKey" 
                }, 
                "exclude-columns": [ 
                    "FirstName", 
                    "LastName", 
                    "HomeAddress", 
                    "HomePhone", 
                    "WorkAddress", 
                    "WorkPhone" 
                ], 
                "attribute-mappings": [ 
                    { 
                        "attribute-name": "CustomerName", 
                        "value": "${FirstName},${LastName}" 
                    }, 
                    { 
                        "attribute-name": "ContactDetails", 
                        "value": { 
                            "Home": { 
                                "Address": "${HomeAddress}", 
                                "Phone": "${HomePhone}" 
                            }, 
                            "Work": { 
                                "Address": "${WorkAddress}", 
                                "Phone": "${WorkPhone}" 
                            } 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "attribute-name": "DateOfBirth", 
                        "value": "${DateOfBirth}" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

Note

特定のテーブル用のコントロールレコードの partition-key 値
は、TaskId.SchemaName.TableName です。特定のタスク用のコントロールレコードの
partition-key 値は、そのレコードの TaskId です。オブジェクトマッピングの partition-
key 値を指定することは、コントロールレコードの partition-key には影響しません。

Kinesis Data Streams のメッセージ形式

JSON 出力は、単にキーと値のペアのリストです。JSON_UNFORMATTED メッセージ形式は、改行区切
り文字を含む単一行の JSON 文字列です。

AWS DMS には、Kinesis Data Streams からデータを簡単に利用するために、以下の予約されたフィール
ドがあります。

RecordType

レコードタイプはデータまたはコントロールのいずれかです。データレコードは、ソースの実際の行
を表します。コントロールレコードは、タスクの再起動など、ストリーム内の重要なイベント用で
す。
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Operation

データレコードの場合、オペレーションは load、insert、update、または delete です。

コントロールレコードの場合、操作にはcreate-table、、、rename-table、drop-
table、change-columns、add-column、drop-columnrename-column、またはを使用できま
すcolumn-type-change。

SchemaName

レコードのソーススキーマ。コントロールレコードの場合、このフィールドは空です。
TableName

レコードのソーステーブル。コントロールレコードの場合、このフィールドは空です。
タイムスタンプ

JSON メッセージが構築された時刻のタイムスタンプ。このフィールドは ISO 8601 形式でフォー
マットされます。

Apache Kafka を AWS Database Migration Service の
ターゲットとして使用する
AWS DMS を使用して、Apache Kafka クラスターにデータを移行できます。Apache Kafka は分散スト
リーミング プラットフォームです。Apache Kafka を使用すると、ストリーミング　データをリアルタイ
ムで取り込み、処理できます。

AWS ではまた、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) を AWS DMS ターゲッ
トとして使用することもできます。Amazon MSK は、Apache Kafka インスタンスの実装と管理を簡素化
する、フルマネージド型 Apache Kafka ストリーミング サービスです。オープンソースの Apache Kafka 
バージョンで動作し、Amazon MSK インスタンスとまったく同じように AWS DMS ターゲットとして 
Apache Kafk インスタンスにアクセスします。詳細については、Amazon Managed Streaming for Apache 
Kafka デベロッパーガイドの「Amazon MSK」をご参照ください。

Kafka クラスターは、パーティションに分割されたトピックと呼ばれるカテゴリにレコードのストリーム
を保存します。パーティションは、トピック内のデータレコード (メッセージ) の一意に識別されたシーケ
ンスです。パーティションは、トピックレコードの並列処理を可能にするために、クラスター内の複数の
ブローカーに分散することができます。トピックとパーティション、および Apache Kafka での分散の詳
細については、「トピックとログ」と「分散」をご参照ください。

Kafka クラスターは、Amazon MSK インスタンス、Amazon EC2 インスタンスで裏付けられたクラス
ター、オンプレミスのクラスターのいずれかに配置できます。Amazon MSK インスタンスまたは Amazon 
EC2 インスタンス上のクラスターは、同じ VPC または別の VPC に存在できます。クラスターがオンプ
レミスの場合、レプリケーションインスタンスに独自のオンプレミスネームサーバーを使用して、クラス
ターのホスト名を解決できます。レプリケーションインスタンス用のネームサーバーの設定については、
「」を参照してください 独自のオンプレミスネームサーバーの使用 (p. 114)。ネットワークの設定の詳細
については、「」を参照してくださいレプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアッ
プ (p. 137)。

Amazon MSK クラスターを使用するときは、レプリケーションインスタンスと同じセキュリティグルー
プがあることを確認してください。Amazon MSK クラスターのセキュリティグループの変更については、
「Amazon MSK クラスターのセキュリティグループの変更」を参照してください。

AWS Database Migration Service は、JSON を使用して Kafka トピックにレコードを発行します。変換
時、AWS DMS はソースデータベースからの各レコードを JSON フォーマットの属性と値のペアにシリア
ル化します。

サポートされている任意のデータソースから、ターゲット Kafka クラスターにデータを移行するために、
オブジェクトのマッピングを使用します。オブジェクトマッピングを使用して、ターゲットトピックに
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データ レコードを構築する方法を決定します。データをそのパーティションにグループ化するために 
Apache Kafka で使用する、各テーブルのパーティションキーも定義します。

現在、タスクごとに 1AWS DMS つのトピックをサポートしています。複数のテーブルを含む 1 つのタス
クでは、すべてのメッセージが 1 つのトピックに送られます。各メッセージには、ターゲットスキーマ
とテーブルを識別するメタデータセクションが含まれています。 AWS DMSバージョン 3.4.6 以降は、オ
ブジェクトマッピングを使用したマルチトピックレプリケーションをサポートしています。詳細について
は、「オブジェクトマッピングを使用したマルチトピックレプリケーション (p. 440)」を参照してくださ
い。

Apache Kafka のエンドポイント設定

接続の詳細を指定するには、AWS DMS コンソールのエンドポイント設定または CLI の --kafka-
settings オプションを使用します。各設定の要件は次のとおりです。

• Broker — Kafka クラスター内の 1 つ以上のブローカーの場所を、broker-
hostname:port のカンマ区切りリストの形式で指定します。例:
"ec2-12-345-678-901.compute-1.amazonaws.com:2345,ec2-10-987-654-321.compute-1.amazonaws.com:9876"。
この設定では、クラスター内の任意またはすべてのブローカーのロケーションを指定できます。クラス
ターブローカーはすべて、トピックに移行されたデータレコードのパーティション化を処理するために
通信します。

• Topic - (オプション) 最大 255 文字および記号のトピック名を指定します。ピリオド (.)、アンダースコ
ア (_)、マイナス (-) を使用できます。ピリオド (.) またはアンダースコア (_) があるトピック名は、内部
データ構造内で衝突する可能性があります。トピック名には、どちらか一方を使用し、両方とも使用す
ることは避けてください。トピック名を指定しない場合、AWS DMS は "kafka-default-topic" を
移行トピックとして使用します。

Note

指定した移行トピックまたはデフォルトのトピックのいずれかを AWS DMS で作成するに
は、auto.create.topics.enable = true を Kafka クラスター設定の一部として設定しま
す。詳細については、「AWS Database Migration Service のターゲットとして Apache Kafka 
を使用する場合の制限 (p. 435)」をご参照ください。

• MessageFormat - エンドポイントで作成されたレコードの出力形式。メッセージ形式は JSON (デフォ
ルト) または JSON_UNFORMATTED (タブなし 1 行) です。

• MessageMaxBytes — エンドポイントで作成されたレコードの最大サイズ (バイト単位)。デフォルトは 
1,000,000 です。

Note

使用できるのは、MessageMaxBytes をデフォルト以外の値に変更する AWS CLI/SDK のみで
す。例えば、既存の Kafka エンドポイントを変更して MessageMaxBytes を変更するには、以
下のコマンドを使用します。

aws dms modify-endpoint --endpoint-arn your-endpoint 
--kafka-settings Broker="broker1-server:broker1-port,broker2-server:broker2-
port,...",
Topic=topic-name,MessageMaxBytes=integer-of-max-message-size-in-bytes

• IncludeTransactionDetails - ソースデータベースからの詳細のトランザク
ション情報を提供します。この情報には、コミットタイムスタンプ、ログの位
置、transaction_id、previous_transaction_id、および transaction_record_id (トラン
ザクション内のレコードオフセット) の値が含まれます。デフォルトは false です。

• IncludePartitionValue パーティションタイプが でない限り、Kafka メッセージ出力内のパーティ
ション値を表示します。schema-table-typeデフォルトは false です。

• PartitionIncludeSchemaTable パーティションタイプが primary-key-type の場合、スキーマ
とテーブル名をパーティション値にプレフィックスします。これにより、Kafka パーティション間の
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データ分散が増加します。例えば、SysBench スキーマに数千のテーブルがあり、各テーブルのプライ
マリ キーの範囲が制限されているとします。この場合、同じプライマリキーが数千のテーブルから同じ
パーティションに送信され、スロットリングが発生します。デフォルトは false です。

• IncludeTableAlterOperations – rename-table、drop-table、add-column、drop-
column、rename-column など、制御データのテーブルを変更するデータ定義言語 (DDL) オペレー
ションが含まれます。デフォルトは false です。

• IncludeControlDetails - Kafka メッセージ出力に、テーブル定義、列定義、テーブルおよび列の変
更の詳細な制御情報を表示します。デフォルトは false です。

• IncludeNullAndEmpty — ターゲットに NULL 列と空の列を含めます。デフォルトは false です。
• SecurityProtocol — Transport Layer Security (TLS) を使用して Kafka ターゲット エンドポイント

への安全な接続を設定します。オプションには ssl-authentication、ssl-encryption、および
sasl-ssl があります。sasl-ssl を使用して SaslUsername と SaslPassword を要求します。

設定を使用すると、転送速度を上げることができます。これを行うために、AWS DMS は Apache Kafka 
ターゲット　クラスターへのマルチスレッド全ロードをサポートしています。AWS DMS は、次のような
タスク設定を使用して、このマルチスレッドをサポートします：

• MaxFullLoadSubTasks - 並列ロードするソーステーブルの最大数を指定するにはこのオプションを使
用します。AWS DMS は専用サブタスクを使用して、各テーブルを対応する Kafka ターゲットテーブル
にロードします。デフォルトは 8、最大値は 49 です。

• ParallelLoadThreads – AWS DMS が各テーブルを Kafka ターゲットテーブルにロードするために
使用するスレッドの数を指定するには、このオプションを使用します。Apache Kafka ターゲットの最大
値は 32 です。この上限を増やすよう依頼できます。

• ParallelLoadBufferSize - Kafka ターゲットにデータをロードするために並列ロードスレッド
が使用する、バッファ内に保存するレコードの最大数を指定するには、このオプションを使用しま
す。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は ParallelLoadThreads で使用しま
す。ParallelLoadBufferSize は、複数のスレッドがある場合にのみ有効です。

• ParallelLoadQueuesPerThread - このオプションを使用して、各同時スレッドがキューからデータ
レコードを取り出し、ターゲットのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定しま
す。デフォルトは 1 です。最大数は 512 です。

parallel スレッドと一括操作のタスク設定を調整するなど、Kafka エンドポイントの変更データキャプチャ 
(CDC) のパフォーマンスを向上させることができます。これを行うには、ParallelApply* タスク設定
を使用して、同時スレッドの数、スレッドあたりのキュー数、バッファに格納するレコード数を指定しま
す。例えば、CDC ロードを実行し、128 本のスレッドを並列に適用するとします。また、スレッドあたり 
64 個のキューにアクセスして、バッファあたり 50 個のレコードを保存する必要があります。

CDC のパフォーマンスを向上させるため、AWS DMS では次のタスク設定をサポートしています。

• ParallelApplyThreads – データレコードを Kafka ターゲット エンドポイントにプッシュするために 
CDC ロード中に AWS DMS が使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 で、最大値
は 32 です。

• ParallelApplyBufferSize - CDC ロード中に同時スレッドが Kafka ターゲット エンドポイントに
プッシュする場合に、各バッファキューに保存するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 
100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、ParallelApplyThreads が複数のスレッドを指定
する場合に使用します。

• ParallelApplyQueuesPerThread - 各スレッドがキューからデータレコードを取り出し、CDC 中に 
Kafka エンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォ
ルトは 1 です。最大数は 512 です。

ParallelApply* タスク設定を使用する場合、partition-key-type のデフォルトは schema-
name.table-name ではなくテーブルの primary-key です。
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Transport Layer Security (TLS) を使用した Kafka への接続
このクラスターは Transport Layer Security (TLS) を使用した安全な接続のみを受け入れます。DMS で
は、次の 3 つのセキュリティプロトコルオプションのいずれかを使用して、Kafka エンドポイント接続を
セキュリティで保護できます。

SSL 暗号化 (server-encryption)

クライアントは、サーバーの証明書を使用してサーバー ID を検証します。次に、サーバーとクライア
ント間で暗号化された接続が確立されます。

SSL 認証 (mutual-authentication)

サーバーとクライアントは、独自の証明書を使用して ID を相互に検証します。次に、サーバーとクラ
イアント間で暗号化された接続が確立されます。

SASL-SSL (mutual-authentication)

簡易認証およびセキュリティ レイヤー (SASL) メソッドは、クライアントの証明書をユーザー名とパ
スワードに置き換えて、クライアント ID を検証します。具体的には、サーバーがクライアントの ID 
を検証できるように、サーバーが登録したユーザー名とパスワードを指定します。次に、サーバーと
クライアント間で暗号化された接続が確立されます。

Important

Apache Kafka と Amazon MSK は解決済みの証明書を受け入れます。これは、Kafka と Amazon 
MSK が対処すべき既知の制限です。詳細については、「Apache Kafka の問題、KAFKA-3700」
をご参照ください。
Amazon MSK を使用している場合は、この既知の制限の回避策としてアクセスコントロールリス
ト (ACL) を使用することを検討してください。ACL の使用の詳細については、Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイドの Apache Kafka ACL セクションをご参照くだ
さい。
自己管理 Kafka クラスターを使用している場合クラスターの設定の詳細については、
「2018/10/21日付のコメント」をご参照ください。

Amazon MSK または自己管理 Kafka クラスターでの SSL 暗号化の使用
SSL 暗号化を使用して、Amazon MSK または自己管理 Kafka クラスターへのエンドポイント接続をセ
キュリティで保護できます。SSL 暗号化認証方法を使用する場合、クライアントはサーバーの証明書を使
用してサーバーの ID を検証します。次に、サーバーとクライアント間で暗号化された接続が確立されま
す。

SSL 暗号化を使用して Amazon MSK に接続するには

• ターゲットの Kafka エンドポイントを作成するとき、ssl-encryption オプションを使うセキュリ
ティ プロトコル エンドポイントの設定 (SecurityProtocol) を行います。

次の JSON 例では、セキュリティプロトコルを SSL 暗号化として設定しています。

"KafkaSettings": { 
    "SecurityProtocol": "ssl-encryption",  
} 
                 

自己管理 Kafka クラスターに SSL 暗号化を使用するには

1. オンプレミス Kafka クラスターでPrivate Certificate Authority (CA) を使用している場合は、プライ
ベート CA 証明書をアップロードして Amazon リソースネーム (ARN) を取得します。
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2. ターゲットの Kafka エンドポイントを作成するとき、ssl-encryption オプションを使うセキュリ
ティ プロトコル エンドポイントの設定 (SecurityProtocol) を行います。次の JSON の例では、セ
キュリティプロトコルを ssl-encryption として設定します。

"KafkaSettings": { 
    "SecurityProtocol": "ssl-encryption",  
} 
                 

3. プライベート CA を使用している場合は、上記の最初のステップで取得した ARN に
SslCaCertificateArn を設定します。

SSL 認証の使用
SSL 認証を使用して、Amazon MSK または自己管理 Kafka クラスターへのエンドポイント接続をセキュ
リティで保護できます。

SSL 認証を使用したクライアント認証と暗号化を有効にして Amazon MSK に接続するには、次の手順を
実行します：

• Kafka の秘密キーと公開証明書を準備します。
• 証明書を DMS Certificate Manager にアップロードします。
• Kafka エンドポイント設定で指定された、対応する証明書 ARN を使用して Kafka ターゲットエンドポイ

ントを作成します。

Amazon MSK の秘密キーと公開証明書を準備するには

1. EC2 インスタンスを作成し、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開発者ガイドのクライ
アント認証セクションにあるステップ 1 ～ 9 の説明に従って、認証を使用するようにクライアントを
セットアップします。

これらの手順を完了したら、Certificate-ARN（ACM に保存された公開証明書 ARN）と、
kafka.client.keystore.jks ファイル内のプライベートキーができます。

2. 公開証明書を取得し、次のコマンドを使用し証明書を signed-certificate-from-acm.pem ファ
イルにコピーします：

aws acm-pca get-certificate --certificate-authority-arn Private_CA_ARN --certificate-
arn Certificate_ARN

コマンドは以下のような情報を返します：

{"Certificate": "123", "CertificateChain": "456"}

次に、"123" に同等のものを signed-certificate-from-acm.pem ファイルにコピーします。
3. 次の例に示すように,msk-rsa キーを kafka.client.keystore.jks to keystore.p12 からイ

ンポートしてプライベートキーを取得します:

keytool -importkeystore \
-srckeystore kafka.client.keystore.jks \
-destkeystore keystore.p12 \
-deststoretype PKCS12 \
-srcalias msk-rsa-client \
-deststorepass test1234 \
-destkeypass test1234
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4. 次のコマンドを使用してkeystore.p12 を .pem の形式にエクスポートします。

Openssl pkcs12 -in keystore.p12 -out encrypted-private-client-key.pem –nocerts

[Enter PEM pass phrase](PEM パスフレーズを入力してください) メッセージが表示され、証明書の暗
号化に適用されるキーを識別します。

5. バッグ属性とキー属性を .pem ファイルから削除し、最初の行が次の文字列でスタートしていること
を確認します。

                                ---BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY--- 
                             

公開証明書とプライベートキーを DMS Certificate Managerにアップロードし、Amazon MSK へ
の接続をテストするには

1. 次のコマンドを使用して、DMS Certificate Managerにアップロードします。

aws dms import-certificate --certificate-identifier signed-cert --certificate-pem 
 file://path to signed cert
aws dms import-certificate --certificate-identifier private-key —certificate-pem 
 file://path to private key

2. Amazon MSK ターゲット エンドポイントを作成し、接続をテストして TLS 認証が機能することを確
認します。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier $endpoint-identifier --engine-name kafka 
 --endpoint-type target --kafka-settings  
'{"Broker": "b-0.kafka260.aaaaa1.a99.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0000", 
 "SecurityProtocol":"ssl-authentication",  
"SslClientCertificateArn": "arn:aws:dms:us-east-1:012346789012:cert:",
"SslClientKeyArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:0123456789012:cert:","SslClientKeyPassword":"test1234"}'
aws dms test-connection -replication-instance-arn=$rep_inst_arn —endpoint-arn=
$kafka_tar_arn_msk

Important

SSL 認証を使用して、自己管理 Kafka クラスターへの接続をセキュリティで保護できます。場合
によっては、オンプレミス Kafka クラスターでPrivate Certificate Authority (CA) を使用すること
があります。その場合は、CA チェーンおよび公開証明書、プライベートキーを DMS Certificate 
Managerにアップロードします。次に、オンプレミス Kafka ターゲットエンドポイントを作成す
るときに、エンドポイント設定で対応する Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。

自己管理 Kafka クラスターのプライベートキーと署名付き証明書を準備するには

1. 以下に示すようにキーペアを生成します。

keytool -genkey -keystore kafka.server.keystore.jks -validity 300 -storepass your-
keystore-password 
-keypass your-key-passphrase -dname "CN=your-cn-name"  
-alias alias-of-key-pair -storetype pkcs12 -keyalg RSA 
                         

2. 証明書署名リクエスト (CSR) を取得します。
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keytool -keystore kafka.server.keystore.jks -certreq -file server-cert-sign-request-rsa 
 -alias on-premise-rsa -storepass your-key-store-password 
-keypass your-key-password                          
                        

3. クラスター トラストストアの CA を使用して CSR に署名します。CA がない場合は、独自のプライ
ベート CA を作成できます。

openssl req -new -x509 -keyout ca-key -out ca-cert -days validate-days                 
           
                        

4. ca-cert をサーバーのトラストストアとキーストアにインポートします。トラストストアをお持ちで
ない場合は、次のコマンドを使用してトラストストアを作成してこれに ca-cert  をインポートしま
す。

keytool -keystore kafka.server.truststore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert
keytool -keystore kafka.server.keystore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert         
            
                         

5. 証明書に署名します。

openssl x509 -req -CA ca-cert -CAkey ca-key -in server-cert-sign-request-rsa -out 
 signed-server-certificate.pem  
-days validate-days -CAcreateserial -passin pass:ca-password                      
                        

6. 署名付き証明書をキーストアにインポートします。

keytool -keystore kafka.server.keystore.jks -import -file signed-certificate.pem -alias 
 on-premise-rsa -storepass your-keystore-password 
-keypass your-key-password            
                        

7. 次のコマンドを使用して、on-premise-rsa キーを kafka.server.keystore.jks から
keystore.p12 にインポートします。

keytool -importkeystore \
-srckeystore kafka.server.keystore.jks \
-destkeystore keystore.p12 \
-deststoretype PKCS12 \
-srcalias on-premise-rsa \
-deststorepass your-truststore-password \
-destkeypass your-key-password                       
                        

8. 次のコマンドを使用して keystore.p12 を .pem の形式にエクスポートします。

Openssl pkcs12 -in keystore.p12 -out encrypted-private-server-key.pem –nocerts 
                         

9. encrypted-private-server-key.pem および signed-certificate.pem、ca-certを DMS 
Certificate Managerにアップロードします。

10. 返された ARN を使用してエンドポイントを作成します。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier $endpoint-identifier --engine-name kafka 
 --endpoint-type target --kafka-settings  
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'{"Broker": "b-0.kafka260.aaaaa1.a99.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9092", 
 "SecurityProtocol":"ssl-authentication",  
"SslClientCertificateArn": "your-client-cert-arn","SslClientKeyArn": "your-client-key-
arn","SslClientKeyPassword":"your-client-key-password",  
"SslCaCertificateArn": "your-ca-certificate-arn"}' 
                             
aws dms test-connection -replication-instance-arn=$rep_inst_arn —endpoint-arn=
$kafka_tar_arn_msk                         
                         

SASL-SSL 認証を使用して Amazon MSK に接続する
簡易認証およびセキュリティレイヤー (SASL) 方式では、ユーザー名とパスワードを使用してクライアン
ト ID を検証し、サーバーとクライアント間で暗号化された接続を作成します。

SASL を使用するには、Amazon MSK クラスターを設定するときに、まず安全なユーザー名とパスワー
ドを作成します。Amazon MSK クラスターの安全なユーザー名とパスワードを設定する方法について
は、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイドの「Amazon MSK クラスターの 
SALS/SCRAM 認証の設定」をご参照ください。

次に、Kafka ターゲット エンドポイントを作成するときに、sasl-ssl オプションを使ってセキュ
リティプロトコル エンドポイントの設定（SecurityProtocol) を行います。SaslUsername と
SaslPassword オプションも設定します。次の JSON の例に示すように、Amazon MSK クラスターを初
めてセットアップしたときに作成した安全なユーザー名とパスワードと一致していることを確認してくだ
さい。

                   
"KafkaSettings": { 
    "SecurityProtocol": "sasl-ssl", 
    "SaslUsername":"Amazon MSK cluster secure user name", 
    "SaslPassword":"Amazon MSK cluster secure password"                     
} 
                     

Note

• 現在、は公開 CA で裏付けられた SALS/SSLAWS DMS のみをサポートします。DMS は、プラ
イベート CA によってバッキングされた自己管理 Kafka で使用するための SALS/SSL をサポー
トしていません。

• SASL-SSL 認証の場合、デフォルトで SCRAM-SHA-512AWS DMS メカニズムをサポートしま
す。 AWS DMSバージョン 3.5.0 以降は Plain メカニズムもサポートしています。Plain メカニ
ズムをサポートするには、KafkaSettings APISaslMechanism データ型のパラメータをに
設定しますPLAIN。

ターゲットとして Apache Kafka の CDC 行の元の値を表示する
ために前イメージを使用
Kafka のようなデータストリーミングターゲットに CDC 更新を書き込むときは、更新によって変更される
前に、ソースデータベースの行の元の値を表示できます。これを実現するために、AWS DMS は、ソース
データベースエンジンから提供されたデータに基づいて更新イベントの前イメージを設定します。

ソースデータベースエンジンによって、前イメージに対してさまざまな量の情報が提供されます。

• Oracle では、列が変更された場合にのみ列の更新が提供されます。
• PostgreSQL は、プライマリキーの一部である列のデータ (変更されたかどうか) のみを提供します。論

理レプリケーションが使用されていて、ソーステーブルに REPLICA IDENTITY FULL が設定されてい
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る場合、WALに書き込まれた行の変更前と変更後の情報をすべて取得できます。こちらから入手できま
す。

• MySQL は通常、すべての列のデータ (変更されたかどうか) を提供します。

前イメージを有効にして、ソースデータベースから元の値を AWS DMS 出力に追加するに
は、BeforeImageSettings タスク設定または add-before-image-columns パラメータを使用しま
す。このパラメータは、列変換ルールを適用します。

BeforeImageSettings は、次に示すように、ソースデータベースシステムから収集された値を使用し
て、すべての更新オペレーションに新しい JSON 属性を追加します。

"BeforeImageSettings": { 
    "EnableBeforeImage": boolean, 
    "FieldName": string,   
    "ColumnFilter": pk-only (default) / non-lob / all (but only one)
} 
         

Note

全ロード + CDCタスク (既存のデータを移行して進行中の変更をレプリケートする)、または CDC 
のみのタスク (データ変更のみをレプリケートする) に BeforeImageSettings を適用します。
全ロードのタスクには BeforeImageSettings を適用しないでください。

BeforeImageSettings オプションには、次の項目が適用されます。

• EnableBeforeImage オプションを true に設定して、前イメージを有効にします。デフォルトは
false です。

• FieldName オプションを使用して、新しい JSON 属性に名前を割り当てます。EnableBeforeImage
が true の場合、FieldName は必須であり、空にすることはできません。

• ColumnFilter オプションは、前イメージを使用して追加する列を指定します。テーブルのプライマリ
キーの一部である列だけを追加するには、デフォルト値 pk-only を使用します。LOB タイプではない
列のみを追加するには、non-lob を使用します。前イメージ値を持つ列を追加するには、all を使用し
ます。

"BeforeImageSettings": { 
    "EnableBeforeImage": true, 
    "FieldName": "before-image", 
    "ColumnFilter": "pk-only" 
  }

前イメージ変換ルールの使用

タスク設定の代わりに、列変換ルールを適用する add-before-image-columns パラメータを使用でき
ます。このパラメータを使用すると、Kafka のようなデータストリーミングターゲットで CDC 中に前イ
メージを有効にできます。

変換ルールで add-before-image-columns を使用すると、前イメージの結果のよりきめ細かい制御を
適用することができます。変換ルールを使用すると、オブジェクトロケーターを使用し、ルールに選択し
たテーブルを制御できます。また、変換ルールを連結することもできます。これにより、テーブルごとに
異なるルールを適用できます。その後、他のルールを使用して生成された列を操作できます。
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Note

同じタスク内で、add-before-image-columns パラメータと同時に BeforeImageSettings
タスク設定を使用しないでください。代わりに、1 つのタスクにこのパラメータとこの設定のい
ずれかを使用し、両方を使用しないでください。

列の add-before-image-columns パラメータを持つ transformation ルールタイプは、before-
image-def セクションを提供する必要があります。例を以下に示します。

    { 
      "rule-type": "transformation", 
      … 
      "rule-target": "column", 
      "rule-action": "add-before-image-columns", 
      "before-image-def":{ 
        "column-filter": one-of  (pk-only / non-lob / all), 
        "column-prefix": string, 
        "column-suffix": string, 
      } 
    }

column-prefix の値は列名の前に付加され、column-prefix のデフォルト値は BI_ です。column-
suffix の値は列名に追加され、デフォルトは空です。column-prefix と column-suffix の両方を空
の文字列に設定しないでください。

column-filter の値を 1 つ選択します。テーブルのプライマリキーの一部である列だけを追加するに
は、pk-only を選択します。LOB タイプではない列のみを追加するように non-lob を選択します。また
は、前イメージの値を持つ任意の列を追加するように all を選択します。

前イメージ変換前ルールの例

次の例の変換ルールは、ターゲットに BI_emp_no という新しい列を追加します。したがって、UPDATE 
employees SET emp_no = 3 WHERE emp_no = 1; のようなステートメントは、BI_emp_no
フィールドに 1 を設定します。CDC 更新を Amazon S3 ターゲットに書き込むと、更新された元の行は
BI_emp_no 列からわかります。

{ 
  "rules": [ 
    { 
      "rule-type": "selection", 
      "rule-id": "1", 
      "rule-name": "1", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "%", 
        "table-name": "%" 
      }, 
      "rule-action": "include" 
    }, 
    { 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "rule-target": "column", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "%", 
        "table-name": "employees" 
      }, 
      "rule-action": "add-before-image-columns", 
      "before-image-def": { 
        "column-prefix": "BI_", 
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        "column-suffix": "", 
        "column-filter": "pk-only" 
      } 
    } 
  ]
}

add-before-image-columns ルールアクションの使用方法については、「 変換ルールおよび変換アク
ション (p. 543)」をご参照ください。

AWS Database Migration Service のターゲットとして Apache 
Kafka を使用する場合の制限
ターゲットとして Apache Kafka を使用する場合、以下の制限が適用されます。

• AWS DMSKafka ターゲットエンドポイントは、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 
(Amazon MSK) の Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) の Amazon MSK の 
Amazon アクセスコントロールをサポートしていません。

• 完全 LOB モードはサポートされていません。
• AWS DMS が新しいトピックを自動的に作成できるようにするプロパティを使用して、クラスター

の Kafka 設定ファイルを指定します。設定 auto.create.topics.enable = true を含めま
す。Amazon MSK を使用している場合は、Kafka クラスターを作成するときにデフォルト設定を指定
し、auto.create.topics.enable 設定を true に変更できます。デフォルト設定の詳細について
は、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイドの「Amazon MSK のデフォルト
設定」をご参照ください。Amazon MSK を使用して作成した既存の Kafka クラスターを変更する必要が
ある場合は、次の例のとおり、AWS CLI のコマンド aws kafka create-configuration を実行し
て Kafka 設定を更新します：

14:38:41 $ aws kafka create-configuration --name "kafka-configuration" --kafka-versions 
 "2.2.1" --server-properties file://~/kafka_configuration
{ 
    "LatestRevision": { 
        "Revision": 1, 
        "CreationTime": "2019-09-06T14:39:37.708Z" 
    }, 
    "CreationTime": "2019-09-06T14:39:37.708Z", 
    "Name": "kafka-configuration", 
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:configuration/kafka-
configuration/7e008070-6a08-445f-9fe5-36ccf630ecfd-3"
}

ここでは、//~/kafka_configuration は必要なプロパティ設定を使用して作成した設定ファイルで
す。

Amazon EC2, にインストールされている独自の Kafka インスタンスを使用している場合、インスタンス
で適用されているオプションを使用して、auto.create.topics.enable = trueAWS DMS新しい
トピックを自動的に作成できるように設定するなど、Kafka クラスター設定を変更します。

• AWS DMS は、特定の Kafka トピックの 1 つのデータレコードとして、トランザクションに関係なく、
各更新をソースデータベースの 1 つのレコードに発行します。

• AWS DMS では、パーティションキーの次の 2 つの形式がサポートされています。
• SchemaName.TableName: スキーマとテーブル名の組み合わせ。
• ${AttributeName}: JSON のいずれかのフィールドの値、またはソースデータベースのテーブルの

プライマリキー。
• BatchApply は Kafka エンドポイントではサポートされていません。Batch 適用 (例え

ば、BatchApplyEnabled のターゲットメタデータ タスク設定) を使用すると、Kafka ターゲットデー
タが失われる可能性があります。
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• AWS DMS科学記法形式の 16BigInt 桁を超えるデータ型の値を移行します。

データを Kafka トピックに移行するためのオブジェクトマッピン
グの使用
AWS DMS は、ソースからターゲット Kafka トピックにデータをマッピングするためのテーブルマッピン
グルールを使用します。ターゲットトピックにデータをマッピングするために、オブジェクトマッピング
と呼ばれるテーブルマッピングルールのタイプを使用します。オブジェクトマッピングを使用して、ソー
スのデータレコードがどのように Kafka トピックに発行されたデータレコードにマッピングされるかを定
義します。

Kafka トピックには、パーティションキー以外にプリセット構造はありません。

Note

オブジェクトマッピングを使用する必要はありません。通常のテーブルマッピングをさまざまな
変換に使用できます。ただし、パーティションキータイプは次のデフォルトの動作に従います。

• プライマリキーは、フルロードのパーティションキーとして使用されます。
• 並列適用タスク設定を使用しない場合は、schema.table CDCのパーティションキーとして使

用されます。
• 並列適用タスク設定を使用する場合、プライマリキーは CDC のパーティションキーとして使

用されます。

オブジェクトマッピングルールを作成するには、object-mapping として rule-type を指定します。
このルールが、使用したいオブジェクトマッピングのタイプを指定します。

ルールの構造は次のとおりです。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "id", 
            "rule-name": "name", 
            "rule-action": "valid object-mapping rule action", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "case-sensitive schema name", 
                "table-name": "" 
            } 
        } 
    ]
}

AWS DMS では現在、rule-action パラメータに対する有効な値として map-record-to-record およ
び map-record-to-document のみがサポートされています。map-record-to-record および map-
record-to-document の値は、exclude-columns 属性リストの一部として除外されてないものとして 
AWS DMS がデフォルトで記録するものを指定します。これらの値は、どのような方法でも属性マッピン
グに影響しません。

リレーショナルデータベースから Kafka トピックに移行する際に map-record-to-record を使用しま
す。このルールタイプでは、Kafka トピックのパーティションキーとしてリレーショナルデータベースか
ら taskResourceId.schemaName.tableName 値を使用し、ソースデータベース内の各列の属性を作
成します。map-record-to-record を使用する場合、exclude-columns 属性リストに示されていない
ソーステーブル内の列について、AWS DMS はターゲットトピックに対応する属性を作成します。この対
応する属性は、そのソース列が属性マッピングで使用されているかどうかにかかわらず作成されます。
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map-record-to-record を理解するための 1 つの方法は、実際の動作を確認することです。この例で
は、次の構造とデータを含むリレーショナルデータベースのテーブルの行から始めると想定してくださ
い。

FirstName LastName StoreId HomeAddressHomePhone WorkAddressWorkPhone DateofBirth

Randy Marsh 5 221B 
Baker 
Street

1234567890 31 
Spooner 
Street, 
Quahog

9876543210 02/29/1988

この情報を Test という名前のスキーマから Kafka トピックに移行するには、データをターゲットスト
リームにマッピングするルールを作成します。以下のルールはマッピングを示しています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "rule-action": "include", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            } 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "DefaultMapToKafka", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "Customers" 
            } 
        } 
    ]
}

Kafka トピックとパーティション キー (この場合は taskResourceId.schemaName.tableName) を指定
すると、以下の説明は Kafka ターゲットトピックのサンプルデータを使用した結果のレコード形式を示し
ます。

  { 
     "FirstName": "Randy", 
     "LastName": "Marsh", 
     "StoreId":  "5", 
     "HomeAddress": "221B Baker Street", 
     "HomePhone": "1234567890", 
     "WorkAddress": "31 Spooner Street, Quahog", 
     "WorkPhone": "9876543210", 
     "DateOfBirth": "02/29/1988" 
  }               

トピック
• 属性マッピングを使用したデータの再構築 (p. 438)
• オブジェクトマッピングを使用したマルチトピックレプリケーション (p. 440)
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• Apache Kafka のメッセージ形式 (p. 441)

属性マッピングを使用したデータの再構築

属性マップを使用してデータを Kafka トピックに移行している間にデータを再構築できます。例えば、
ソース内の複数のフィールドを結合してターゲット内に 1 つのフィールドを構成することもできます。以
下の属性マップはデータを再構築する方法を示しています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "rule-action": "include", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            } 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "TransformToKafka", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
            "target-table-name": "CustomerData", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "Customers" 
            }, 
            "mapping-parameters": { 
                "partition-key-type": "attribute-name", 
                "partition-key-name": "CustomerName", 
                "exclude-columns": [ 
                    "firstname", 
                    "lastname", 
                    "homeaddress", 
                    "homephone", 
                    "workaddress", 
                    "workphone" 
                ], 
                "attribute-mappings": [ 
                    { 
                        "target-attribute-name": "CustomerName", 
                        "attribute-type": "scalar", 
                        "attribute-sub-type": "string", 
                        "value": "${lastname}, ${firstname}" 
                    }, 
                    { 
                        "target-attribute-name": "ContactDetails", 
                        "attribute-type": "document", 
                        "attribute-sub-type": "json", 
                        "value": { 
                            "Home": { 
                                "Address": "${homeaddress}", 
                                "Phone": "${homephone}" 
                            }, 
                            "Work": { 
                                "Address": "${workaddress}", 
                                "Phone": "${workphone}" 
                            } 
                        } 
                    } 
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                ] 
            } 
        } 
    ]
}

partition-key の定数値を設定するには、partition-key 値を指定します。たとえば、すべてのデー
タを 1 つのパーティションに強制的に格納するためにこれを行うことができます。以下のマッピングはこ
の方法を示しています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "TransformToKafka", 
            "rule-action": "map-record-to-document", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "Customer" 
            }, 
            "mapping-parameters": { 
                "partition-key": { 
                    "value": "ConstantPartitionKey" 
                }, 
                "exclude-columns": [ 
                    "FirstName", 
                    "LastName", 
                    "HomeAddress", 
                    "HomePhone", 
                    "WorkAddress", 
                    "WorkPhone" 
                ], 
                "attribute-mappings": [ 
                    { 
                        "attribute-name": "CustomerName", 
                        "value": "${FirstName},${LastName}" 
                    }, 
                    { 
                        "attribute-name": "ContactDetails", 
                        "value": { 
                            "Home": { 
                                "Address": "${HomeAddress}", 
                                "Phone": "${HomePhone}" 
                            }, 
                            "Work": { 
                                "Address": "${WorkAddress}", 
                                "Phone": "${WorkPhone}" 
                            } 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "attribute-name": "DateOfBirth", 
                        "value": "${DateOfBirth}" 
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                    } 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

Note

特定のテーブル用のコントロールレコードの partition-key 値
は、TaskId.SchemaName.TableName です。特定のタスク用のコントロールレコードの
partition-key 値は、そのレコードの TaskId です。オブジェクトマッピングの partition-
key 値を指定することは、コントロールレコードの partition-key には影響しません。

オブジェクトマッピングを使用したマルチトピックレプリケーション

デフォルトでは、AWS DMSタスクはすべてのソースデータを以下の Kafka トピックのいずれかに移行し
ます。

• AWS DMSターゲットエンドポイントのトピックフィールドで指定されているとおり。
• ターゲットエンドポイントのトピックフィールドが入力されておらず、Kafkakafka-default-
topicauto.create.topics.enable 設定がに設定されている場合はで指定されますtrue。

AWS DMSエンジンバージョン 3.4.6 以降では、kafka-target-topicこの属性を使用して、移行された
各ソーステーブルを個別のトピックにマップできます。たとえば、以下のオブジェクトマッピングルール
は、Customerそれぞれソーステーブルと KafkaAddresscustomer_topicaddress_topic トピックと
を移行します。同時に、BillsTestスキーマ内のテーブルを含む他のすべてのソーステーブルを、AWS 
DMSターゲットエンドポイントで指定されたトピックに移行します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "rule-action": "include", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            } 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "MapToKafka1", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
            "kafka-target-topic": "customer_topic", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "Customer"  
            }, 
            "partition-key": {"value": "ConstantPartitionKey" } 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "3", 
            "rule-name": "MapToKafka2", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
             "kafka-target-topic": "address_topic", 
            "object-locator": { 
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                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "Address" 
            }, 
            "partition-key": {"value": "HomeAddress" } 
        }, 
        { 
            "rule-type": "object-mapping", 
            "rule-id": "4", 
            "rule-name": "DefaultMapToKafka", 
            "rule-action": "map-record-to-record", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "Bills" 
            } 
        } 
    ]
}

Kafka マルチトピックレプリケーションを使用すると、1 つのレプリケーションタスクを使用してソース
テーブルをグループ化し、個別の Kafka トピックに移行できます。

Apache Kafka のメッセージ形式

JSON 出力は、単にキーと値のペアのリストです。

RecordType

レコードタイプはデータまたはコントロールのいずれかです。データレコードは、ソースの実際の行
を表します。コントロールレコードは、タスクの再起動など、ストリーム内の重要なイベント用で
す。

Operation

データレコードの場合、オペレーションは load、insert、update、または delete です。

コントロールレコードの場合、操作にはcreate-table、、、rename-table、drop-
table、change-columns、add-column、drop-columnrename-column、またはを使用できま
すcolumn-type-change。

SchemaName

レコードのソーススキーマ。コントロールレコードの場合、このフィールドは空です。
TableName

レコードのソーステーブル。コントロールレコードの場合、このフィールドは空です。
タイムスタンプ

JSON メッセージが構築された時刻のタイムスタンプ。このフィールドは ISO 8601 形式でフォー
マットされます。

次の JSON メッセージの例は、すべての追加メタデータを含むデータ型メッセージを示しています。

{  
   "data":{  
      "id":100000161, 
      "fname":"val61s", 
      "lname":"val61s", 
      "REGION":"val61s" 
   }, 
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   "metadata":{  
      "timestamp":"2019-10-31T22:53:59.721201Z", 
      "record-type":"data", 
      "operation":"insert", 
      "partition-key-type":"primary-key", 
      "partition-key-value":"sbtest.sbtest_x.100000161", 
      "schema-name":"sbtest", 
      "table-name":"sbtest_x", 
      "transaction-id":9324410911751, 
      "transaction-record-id":1, 
      "prev-transaction-id":9324410910341, 
      "prev-transaction-record-id":10, 
      "commit-timestamp":"2019-10-31T22:53:55.000000Z", 
      "stream-position":"mysql-bin-
changelog.002171:36912271:0:36912333:9324410911751:mysql-bin-changelog.002171:36912209" 
   }
} 
                 

次の JSON メッセージの例は、コントロールタイプのメッセージを示しています。

{  
   "control":{  
      "table-def":{  
         "columns":{  
            "id":{  
               "type":"WSTRING", 
               "length":512, 
               "nullable":false 
            }, 
            "fname":{  
               "type":"WSTRING", 
               "length":255, 
               "nullable":true 
            }, 
            "lname":{  
               "type":"WSTRING", 
               "length":255, 
               "nullable":true 
            }, 
            "REGION":{  
               "type":"WSTRING", 
               "length":1000, 
               "nullable":true 
            } 
         }, 
         "primary-key":[  
            "id" 
         ], 
         "collation-name":"latin1_swedish_ci" 
      } 
   }, 
   "metadata":{  
      "timestamp":"2019-11-21T19:14:22.223792Z", 
      "record-type":"control", 
      "operation":"create-table", 
      "partition-key-type":"task-id", 
      "schema-name":"sbtest", 
      "table-name":"sbtest_t1" 
   }
}             

442



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ターゲットとしての OpenSearch の使用

Amazon OpenSearch サービスクラスターをターゲッ
トとして使用するAWS Database Migration Service
AWS DMSを使用して Amazon OpenSearch サービス (OpenSearch サービス) にデータを移行できます。 
OpenSearch Service は、Service クラスターのデプロイ、オペレーション、 OpenSearch スケーリングを
簡単に行えるマネージドサービスです。

OpenSearch Service では、インデックスとドキュメントを操作します。[index] (インデックス) は文書の
コレクションであり、[document] (資料) は、スカラー値、配列などのオブジェクトを含む JSON オブジェ
クトです。OpenSearch は JSON ベースのクエリ言語であるため、インデックス内のデータをクエリし、
対応するドキュメントを取得することができます。

OpenSearch Service のターゲットエンドポイントのインデックスを作成すると、ソースエンドポイントの
テーブルごとに 1 つのインデックスが作成されます。AWS DMS OpenSearch サービスインデックスの作
成コストは、いくつかの要因によります。これらは作成されたインデックスの数、そのインデックス内の
データの合計量、ドキュメントごとに OpenSearch が保存する少量のメタデータです。

OpenSearch サービスクラスタを、移行の範囲に適したコンピューティングリソースとストレージリソー
スで構成します。使用するレプリケーションタスクに応じて、次の要素を考慮することをお勧めします。

• 全データロードの場合、移行するデータの合計量、さらに転送の速度を考慮します。
• 継続的な変更を複製するには、 end-to-end 更新の頻度とレイテンシーの要件を考慮してください。

また、ドキュメント数に細心の注意を払って、 OpenSearch クラスターのインデックス設定を構成してく
ださい。

マルチスレッド全ロードタスク設定

転送の速度を高めるために、は OpenSearch ServiceAWS DMS ターゲットクラスターへのマルチスレッド
全ロードに対応しています。 AWS DMSは、以下を含むタスク設定でこのマルチスレッドをサポートしま
す。

• MaxFullLoadSubTasks - 並列ロードするソーステーブルの最大数を指定するにはこのオプションを
使用します。DMS は、専用のサブタスクを使用して、 OpenSearch 対応するサービスターゲットイン
デックスに各テーブルをロードします。デフォルトは 8、最大値は 49 です。

• ParallelLoadThreads— が各テーブルを OpenSearch Service ターゲットインデックスにロードする
ために使用するスレッドの数を指定するには、AWS DMSこのオプションを使用します。 OpenSearch 
サービスターゲットの最大値は 32 です。この上限を増やすよう依頼できます。

Note

ParallelLoadThreads をデフォルト値 (0) から変更しない場合、AWS DMS は一度に 1 つの
レコードを転送します。このアプローチは、 OpenSearch サービスクラスタに過度の負荷をか
けます。このオプションを 1 以上に設定していることを確認します。

• ParallelLoadBufferSize- OpenSearch が並列ロードスレッドがサービスターゲットにデータを
ロードするためにparallel ロードスレッドが使用する、バッファ内に保存するレコードの最大数を指定
するには、このオプションを使用します。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は
ParallelLoadThreads で使用します。ParallelLoadBufferSize は、複数のスレッドがある場合
にのみ有効です。

DMS がマルチスレッドを使用して OpenSearch Service クラスターをロードする方法の詳細について
は、AWSブログ投稿AWS Database Migration Service移行での Amazon OpenSearch Service のスケーリ
ングをご参照ください。
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マルチスレッド CDC ロードタスクの設定

タスク設定を使用してPutRecords API コールの動作を変更するため、 OpenSearch サービスターゲット
クラスターに対する変更データキャプチャ (CDC) のパフォーマンスを向上させることができます。これを
行うには、ParallelApply* タスク設定を使用して、同時スレッドの数、スレッドあたりのキュー数、
バッファに格納するレコード数を指定します。例えば、CDC ロードを実行し、32 本のスレッドを並列に
適用するとします。また、スレッドあたり 64 個のキューにアクセスして、バッファあたり 50 個のレコー
ドを保存する必要があります。

Note

AWS DMSバージョン 3.4.0 以降では、CDC 中に Amazon OpenSearch Service ターゲットエン
ドポイントに対して、ParallelApply*タスク設定の使用Support されています。

CDC のパフォーマンスを向上させるため、AWS DMS では次のタスク設定をサポートしています。

• ParallelApplyThreads— データレコードを OpenSearch Service ターゲットエンドポイントにプッ
シュするために CDC ロード中にAWS DMSが使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 
0 で、最大値は 32 です。

• ParallelApplyBufferSize— CDC ロード中に同時スレッドが OpenSearch Service ターゲットエ
ンドポイントにプッシュする場合に、各バッファキューに保存するレコードの最大数を指定します。デ
フォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、ParallelApplyThreads が複数のス
レッドを指定する場合に使用します。

• ParallelApplyQueuesPerThread— 各スレッドがキューからデータレコードを取り出し、CDC 中に 
OpenSearch サービスエンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定
します。

ParallelApply* タスク設定を使用する場合、partition-key-type のデフォルトは schema-
name.table-name ではなくテーブルの primary-key です。

OpenSearch リレーショナルデータベーステーブルからサービス
インデックスへの移行
AWS DMSは、 OpenSearch Service のスカラーデータ型へのデータの移行をサポートしています。Oracle 
や MySQL などのリレーショナルデータベースから OpenSearch Service に移行する場合、このデータの
保存方法を再構築する必要がある場合があります。

AWS DMSは、 OpenSearch 次のサービススカラーデータ型をサポートします。

• ブール値
• 日付
• 浮動小数点
• Int
• 文字列

AWS DMS は、日付型のデータを文字列に変換します。これらの日付を解釈するカスタムマッピングを指
定できます。

AWS DMS は LOB データ型の移行をサポートしていません。

Amazon OpenSearch サービスをターゲットとして使用するため
の前提条件AWS Database Migration Service
のターゲットとして OpenSearch Service Database を使用する前にAWS DMS、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールを必ず作成します。このロールにより、がターゲットエンドポイントで 
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OpenSearch ServiceAWS DMS インデックスにアクセスできるようになります。アクセス許可の最小設定
は、次の IAM ポリシーで示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "dms.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
} 
         

OpenSearch Service に移行する際使用するロールには、次のアクセス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                       "es:ESHttpDelete", 
                       "es:ESHttpGet",   
                       "es:ESHttpHead", 
                       "es:ESHttpPost", 
                       "es:ESHttpPut" 
                     ], 
            "Resource": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*" 
        } 
    ]
}

前の例では、AWSリージョン識別子、account-idAWSアカウント ID、domain-name Amazon 
OpenSearch Service ドメインの名前に置き換えてくださいregion。例: arn:aws:es:us-
west-2:123456789012:domain/my-es-domain。

OpenSearch Service をターゲットとして使用する場合のエンド
ポイント設定AWS DMS
エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用と同様に、 OpenSearch サービスターゲッ
トデータベースを設定できます。AWS DMSコンソールを使用してターゲットエンドポイントを作成
するとき、または--elasticsearch-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'
JSONcreate-endpoint AWS CLI構文のコマンドを使用して設定を指定します。

以下の表は、Service をターゲットとして OpenSearch Service で使用できるエンドポイントの設定を示し
ています。

属性名 有効な値 デフォルト値と説明

FullLoadErrorPercentage0 より大きく、100 より
小さい正の整数。

10 – 全ロードタスクの場合、この属性によって、タスク
が失敗するまでに許容されるエラーのしきい値が決まりま
す。たとえば、ソースエンドポイントに 1,500 行あり、こ
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属性名 有効な値 デフォルト値と説明
のパラメータが 10 に設定されているとします。ターゲット
エンドポイントに書き込むときに AWS DMS で 150 を超え
るエラー (行数の 10%) が発生した場合、そのタスクは失敗
します。

ErrorRetryDuration0 より大きい正の整数。 300 – ターゲットエンドポイントでエラーが発生した場
合、AWS DMS はこの秒数の間再試行します。再試行しな
い場合、タスクは失敗します｡

Amazon OpenSearch サービスをターゲットとして使用する場合
の制限事項AWS Database Migration Service
ターゲットとして Amazon OpenSearch Service を使用する場合、以下の制限が適用されます：

• OpenSearch サービスは、動的なマッピング (auto 予測) を使用して、移行済みデータに使用するデータ
型を決定します。

• OpenSearch サービスは、各ドキュメントを一意の ID で保存します。以下は ID の例です。

"_id": "D359F8B537F1888BC71FE20B3D79EAE6674BE7ACA9B645B0279C7015F6FF19FD"

各ドキュメント ID は 64 バイト長であるため、ストレージ要件と予想されます。例えば、AWS DMS
ソースから 100,000 行を移行する場合、結果として作成される OpenSearch Service インデックスでは
追加で 6,400,000 バイトのストレージが必要です。

• OpenSearch Service では、プライマリキー属性を更新できません。この制限は、ターゲットで不要な
データが発生する可能性があるため、変更データキャプチャ (CDC) で継続的なレプリケーションを使
用する場合に重要です。CDC モードでは、プライマリキーは 32 バイト長の SHA256 値にマップされま
す。これらは人間が判読できる 64 バイト文字列に変換され、 OpenSearch サービスドキュメント ID と
して使用されます。

• で移行できない項目が発生した場合、Amazon CloudWatch Logsにエラーメッセージを書き込みま
す。AWS DMSこの動作は、例外テーブルにエラーを書き込む他の AWS DMS ターゲットエンドポイン
トの動作とは異なります。

• AWS DMS は、マスターユーザーとパスワードでファイングレインアクセス制御が有効になっている 
Amazon ES クラスターへの接続はサポートしていません。

• AWS DMS OpenSearch サービスサーバーレスはサポートしていません。

Amazon OpenSearch サービスのターゲットデータ型
AWS DMS が異なるデータベースからデータを移行するときは、サービスはソースデータベースからの
データ型を、AWS DMS データ型という中間のデータ型にマッピングします。その後、サービスは中間
データ型をターゲットデータ型にマッピングします。以下の表は、 OpenSearch Service における各AWS 
DMSデータ型とでのマッピング先のデータ型を示しています。

AWS DMS データ型 OpenSearch サービスデータタイプ

ブール値 boolean

日付 string

時間 date

タイムスタンプ date
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AWS DMS データ型 OpenSearch サービスデータタイプ

INT4 integer

Real4 フロート

UINT4 integer

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

AWS Database Migration Service のターゲットとして 
Amazon DocumentDB の使用
AWS DMSは Amazon DocumentDB データベースターとして、(MongoDB と互換) のバージョンが、それ
ぞれサポートされています。AWS DMS を使用して、AWS DMS がサポートするソースデータエンジンか
ら Amazon DocumentDB にデータを移行できます。ソースエンジンAurora Amazon S3AWS このエンジン
は Amazon EC2 またはオンプレミスで実行されている MongoDB などの自己管理データベース上に存在し
ていてもかまいません。

AWS DMS を使用すると、Amazon DocumentDBのデータベースまたはコレクション、ドキュメントに
ソースデータのレプリケーションができます。

Note

ソース エンドポイントが MongoDB または Amazon DocumentDB の場合は、[Document mode]
(ドキュメントモード) で移行します。

MongoDB は、データをバイナリ JSON 形式 (BSON) で保存します。AWS DMS は、Amazon 
DocumentDB でサポートされているすべての BSON データ型に対応します。これらのデータ型のリストに
ついては、Amazon DocumentDB デベロッパーガイド の「サポートされている MongoDB API およびオペ
レーション、データ型」をご参照ください。

ソースエンドポイントがリレーショナルデータベースである場合は、AWS DMS はデータベースオブジェ
クトを次のように Amazon DocumentDB にマップします：

• リレーショナルデータベースあるいはデータベーススキーマは、Amazon DocumentDB のデータベー
スにマップされます。

• リレーショナルデータベース内のテーブルは、Amazon DocumentDB 内のコレクションですにマップさ
れます。

• リレーショナルテーブル内のレコードは、Amazon DocumentDB 内の文書にマップされます。ソースレ
コードのデータから各ドキュメントが構築されます。

ソース エンドポイントが Amazon S3 である場合は、Amazon S3 の AWS DMS マッピングルールに対応
する Amazon DocumentDB オブジェクトが作成されます。たとえば次のような URI があったとします。

s3://mybucket/hr/employee

この場合、AWS DMS は mybucket 内のオブジェクトを次のように Amazon DocumentDB にマップしま
す：

• URI の最上位パート (hr) は、 Amazon DocumentDB データベースにマップされます。
• 次の URI パート (employee) は、Amazon DocumentDB のコレクションにマップされます。
• employee の各オブジェクトは Amazon DocumentDB 内のドキュメントにマップされます。
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Amazon S3 のマッピングルールの詳細については、「AWS DMS のソースとしての Amazon RS3 の使
用 (p. 286)」をご参照ください。

Amazon Docu-DB のエンドポイントDB などの DB が管理

AWS DMSバージョン 3.0 以降では、parallel スレッドと一括操作のタスク設定を調整するため、Amazon 
DocumentDB エンドポイントの変更データキャプチャ (CDC) のパフォーマンスを向上させることができま
す。これを行うには、ParallelApply* タスク設定を使用して、同時スレッドの数、スレッドあたりの
キュー数、バッファに格納するレコード数を指定します。例えば、CDC ロードを実行し、128 本のスレッ
ドを並列に適用するとします。また、スレッドあたり 64 個のキューにアクセスして、バッファあたり 50 
個のレコードを保存する必要があります。

CDC のパフォーマンスを向上させるため、AWS DMS では次のタスク設定をサポートしています。

• ParallelApplyThreads— データレコードを Amazon DocumentDB ターゲットエンドポイントに
プッシュするために、AWS DMSが使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 で、最
大値は 32 です。

• ParallelApplyBufferSize— CDC のターゲットエンドポイントにプッシュするため、各バッファ
キューに保存Amazon DocumentDB レコードの最大数を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 
1,000 です。このオプションは、ParallelApplyThreads が複数のスレッドを指定する場合に使用し
ます。

• ParallelApplyQueuesPerThread— 各スレッドがキューからデータレコードを取り出し、CDC 中に
エンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォルトは 
1 です。最大数は 512 です。

AWS DMS のターゲットとしての Amazon DocumentDB の使用の詳細については、以下のセクションをご
参照ください。

トピック
• ソースから Amazon DocumentDB ターゲットへのデータのマッピング (p. 448)
• ターゲットとして Amazon DocumentDB のエラスティッククラスターに接続する (p. 452)
• Amazon DocumentDB をターゲットとする継続的なレプリケーション (p. 452)
• Amazon DocumentDB をターゲットとして使用する場合の制限事項 (p. 454)
• Amazon DocumentDB のターゲットデータ型 (p. 454)

Note

step-by-step 移行プロセスの順を追った説明については、AWS Database Migration Serviceステッ
プバイステップ移行ガイドの「MongoDB への移行」を参照してください。

ソースから Amazon DocumentDB ターゲットへのデータのマッ
ピング
AWS DMS は、ソースエンドポイントからレコードを読み取り、読み取ったデータに基づいて JSON ド
キュメントを構築します。各 JSON ドキュメントでは、AWS DMS で _id フィールドを一意の識別子と
して機能するよう特定する必要があります。このターゲットは次に、その _id フィールドをプライマリ 
キーとして使用してJSON ドキュメントを、Amazon DocumentDB コレクションに書き込みます。

単一列のソースデータ

ソースデータが 1 つの列で構成されている場合、そのデータは文字列型である必要があります。(ソースエ
ンジンの種類に応じて、実際のデータ型は、VARCHAR、NVARCHAR、TEXT、LOB、CLOB などになり
ます。) AWS DMS はこのデータを有効な JSON ドキュメントと見なし、そのまま Amazon DocumentDB 
へのレプリケーションをします。
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結果の JSON ドキュメントに _id という名前のフィールドが含まれている場合は、そのフィールドが 
Amazon DocumentDB で一意の _id として使用されます。

JSON に _id フィールドが含まれていない場合は、Amazon DocumentDB によって自動的に _id 値が生
成されます。

複数列のソースデータ
ソースデータが複数の列で構成されている場合、AWS DMS はそのすべての列から JSON ドキュメントを
構築します。この場合、AWS DMS がドキュメントの _id フィールドを特定するプロセスは次のようにな
ります。

• _id という名前の列がある場合は、その列のデータがターゲット _id として使用されます。
• _id 列はないがプライマリキーまたは一意のインデックスがある場合、AWS DMS はそのキーまたはイ

ンデックスの値を _id 値として使用します。プライマリキーや一意のインデックスのデータは、JSON 
ドキュメント内の明示的なフィールドとしても表示されます。

• _id 列も、プライマリ キーも、一意のインデックスもない場合は、Amazon DocumentDB によって自動
的に _id 値が生成されます。

ターゲットエンドポイントのデータ型の強制変換
AWS DMS では、Amazon DocumentDB ターゲット エンドポイントへの書き込み時にデータ構造を変更
できます。これらの変更をリクエストするには、ソースエンドポイントでテーブルや列の名前を変更する
か、タスクの実行時に適用される変換ルールを指定します。

ネストされた JSON ドキュメント (json_ プレフィックス) の使用

ソース列の名前に json_ というプレフィックスを付けることによってデータ型を強制変換することができ
ます (json_columnName)。手動で行うことも、変換を使用して行うこともできます。この場合、その列
は、文字列フィールドとしてではなく、ターゲットドキュメント内のネストされた JSON ドキュメントと
して作成されます。

たとえば、MongoDB ソースエンドポイントから次のドキュメントを移行するとします。

{ 
    "_id": "1",  
    "FirstName": "John",  
    "LastName": "Doe", 
    "ContactDetails": "{"Home": {"Address": "Boston","Phone": "1111111"},"Work": 
 { "Address": "Boston", "Phone": "2222222222"}}"
}

これらのソースデータ型を強制変換しない場合、埋め込まれている ContactDetails ドキュメントは文
字列として移行されます。

{ 
    "_id": "1",  
    "FirstName": "John",  
    "LastName": "Doe", 
    "ContactDetails": "{\"Home\": {\"Address\": \"Boston\",\"Phone\": \"1111111\"},\"Work
\": { \"Address\": \"Boston\", \"Phone\": \"2222222222\"}}"
}

しかし、変換ルールを追加して、ContactDetails を JSON オブジェクトに強制変換することができま
す。たとえば、ソース列の元の名前が ContactDetails である場合に、データ型を Nested JSON に強
制するには、ソースに「*json_*「プレフィックスを手動で追加するか、変換ルールを使用して、ソースエ
ンドポイントの列の名前を json_ContactDetails」に変更する必要があります。例えば、次の変換ルールを
使用できます。
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{ 
    "rules": [ 
    { 
    "rule-type": "transformation", 
    "rule-id": "1", 
    "rule-name": "1", 
    "rule-target": "column", 
    "object-locator": { 
    "schema-name": "%", 
    "table-name": "%", 
    "column-name": "ContactDetails" 
     }, 
    "rule-action": "rename", 
    "value": "json_ContactDetails", 
    "old-value": null 
    } 
    ]
} 
                     

AWS DMS次のように、 ContactDetails フィールドをネストされた JSON として複製します。

{ 
    "_id": "1", 
    "FirstName": "John", 
    "LastName": "Doe", 
    "ContactDetails": { 
        "Home": { 
            "Address": "Boston", 
            "Phone": "1111111111" 
        }, 
        "Work": { 
            "Address": "Boston", 
            "Phone": "2222222222" 
        } 
    }
}

JSON 配列 (array_ プレフィックス) の使用

列の名前に array_ というプレフィックスを付けることによってデータ型を強制変換することができます 
(array_columnName)。手動で行うことも、変換を使用して行うこともできます。この場合、AWS DMS 
はその列を JSON 配列と見なし、ターゲットドキュメントに JSON 配列を作成します。

たとえば、MongoDB ソースエンドポイントから次のドキュメントを移行するとします。

{ 
    "_id" : "1", 
    "FirstName": "John", 
    "LastName": "Doe", 

    "ContactAddresses": ["Boston", "New York"], 
             
    "ContactPhoneNumbers": ["1111111111", "2222222222"]
}

これらのソースデータ型を強制変換しない場合、埋め込まれている ContactDetails ドキュメントは文
字列として移行されます。

{ 
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    "_id": "1", 
    "FirstName": "John", 
    "LastName": "Doe", 

    "ContactAddresses": "[\"Boston\", \"New York\"]", 
             
    "ContactPhoneNumbers": "[\"1111111111\", \"2222222222\"]"

}                 

しかし、変換ルールを追加して、ContactAddress と ContactPhoneNumbers を JSON 配列に強制変
換することができます。その例を次の表に示します。

ソース列の元の名前 ソース列の変更後の名前

ContactAddress array_ContactAddress

ContactPhoneNumbers array_ContactPhoneNumbers

これにより、AWS DMS で ContactAddress と ContactPhoneNumbers が次のようにレプリケートさ
れます。

{ 
    "_id": "1", 
    "FirstName": "John", 
    "LastName": "Doe", 
    "ContactAddresses": [ 
        "Boston", 
        "New York" 
    ], 
    "ContactPhoneNumbers": [ 
        "1111111111", 
        "2222222222" 
    ]
}              

TLS を使用して Amazon DocumentDB に接続する
デフォルトでは、新しく作成された Amazon DocumentDB クラスターは、Transport Layer Security (TLS) 
を使用したセキュアな接続のみを受け入れます。TLS が有効になっている場合、Amazon DocumentDB へ
のすべての接続で公開キーが必要になります。

Amazon DocumentDB のパブリックキーを取得するには、AWSホストするrds-combined-ca-
bundle.pem、ファイルをダウンロードします。ファイルのダウンロードの詳細については、Amazon 
DocumentDB デベロッパーガイドの「TLS を使用した接続の暗号化」をご参照ください。

この.pem ファイルをダウンロードしたら、以下で説明するように、そのファイルに含まれるパブリック
キーを AWS DMS にインポートできます。

AWS Management Console

パブリックキー (.pem) ファイルをインポートするには

1. AWS DMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/dms) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Certificates] を選択します。
3. [Import certificate (証明書のインポート)] を選択し、次の操作を行います。

• [Certificate identifier (証明書の識別子)] に、証明書の一意の名前を入力します (例: docdb-cert)。
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• [Import file (ファイルのインポート)] で、.pem ファイルを保存した場所を参照します。

すべての設定が正しいことを確認したら、[Add new CA certificate (新しい CA 証明書の追加)] を選択
します。

AWS CLI

次の例に示すように aws dms import-certificate コマンドを使用します。

aws dms import-certificate \ 
    --certificate-identifier docdb-cert \ 
    --certificate-pem file://./rds-combined-ca-bundle.pem

AWS DMS のターゲットエンドポイントを作成するときに、証明書の識別子 (docdb-cert など) を指定し
ます。また、[SSL mode (SSL モード)] パラメータを [verify-full] に設定します。

ターゲットとして Amazon DocumentDB のエラスティッククラ
スターに接続する
AWS DMSバージョン 3.4.7 以降では、Amazon DocumentDB ターゲットエンドポイントをエラスティッ
ククラスターとして作成できます。ターゲットエンドポイントをエラスティッククラスターとして作成す
る場合、既存の SSL 証明書は機能しないため、新しい SSL 証明書を Amazon DocumentDB エラスティッ
ククラスターエンドポイントにアタッチする必要があります。

Note

Amazon DocumentDB エラスティッククラスターをターゲットとしているため、シャードコレク
ションの移行は現在サポートされていません。

新しい SSL 証明書を Amazon DocumentDB エラスティッククラスターエンドポイントにアタッ
チするには

1. たとえば、ブラウザで https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem を開
き、.pemSFSRootCAG2.pem内容を一意のファイル名でファイルに保存します。これは、以降の手順
でインポートする必要がある証明書ファイルです。

2. Elastic Clusters のエンドポイントを作成し、次のオプションを設定します。

a. [エンドポイント設定] で、[新しい CA 証明書の追加] を選択します。
b. [証明書識別子] に、を入力しますSFSRootCAG2.pem。
c. [証明書ファイルのインポート] で、[ファイルを選択] を選択し、SFSRootCAG2.pem以前にダウ

ンロードしたファイルに移動します。
d. SFSRootCAG2.pemダウンロードしたファイルを選択して開きます。
e. [証明書のインポート] を選択します。
f. [証明書の選択] ドロップダウンから、SFSRootcag2.pem を選択します。

SFSRootCAG2.pemダウンロードしたファイルの新しい SSL 証明書が Amazon DocumentDB エラス
ティッククラスターエンドポイントにアタッチされました。

Amazon DocumentDB をターゲットとする継続的なレプリケー
ション
Amazon DocumentDB の継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ、CDC) がターゲットとして有
効になっている場合、AWS DMSバージョン 3.5.0 以降ではパフォーマンスが以前のリリースの 20 倍向上
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します。以前のリリースではAWS DMS、1 秒あたり最大 250AWS DMS レコードを処理していましたが、
現在は 1 秒あたり約 5000 レコードを処理します。 AWS DMSまた、Amazon DocumentDB 内のドキュメ
ントでソースとの同期が維持されます。ソースレコードが作成または更新されると、AWS DMS はまず、
影響を受ける Amazon DocumentDB レコードを次のように特定します：

• ソースレコードに _id という名前の列がある場合は、その列の値を使用して Amazon DocumentDB コ
レクションの対応する _id が特定されます。

• _id 列はないがプライマリ キーまたは一意のインデックスがある場合、AWS DMS はそのキーまたはイ
ンデックスの値を Amazon DocumentDB コレクションの _id として使用します。

• ソースレコードに _id 列も、プライマリ キーも、一意のインデックスもない場合、AWS DMS はすべ
てのソース列を Amazon DocumentDB コレクションに対応するフィールドと照合します。

新しいソースレコードが作成されると、AWS DMS は対応するドキュメントを Amazon DocumentDB に書
き込みます。既存のソースレコードが更新された場合、AWS DMS は Amazon DocumentDB のターゲット
ドキュメントに対応するフィールドを更新します。ターゲットドキュメントには存在するがソースレコー
ドには存在しないフィールドは、一切変更されません。

ソースレコードが削除されると、AWS DMS は対応するドキュメントを Amazon DocumentDB から削除し
ます。

ソースの構造の変更 (DDL)
継続的レプリケーションでは、ソースのデータ構造 (テーブル、列など) の変更が Amazon DocumentDB 
の対応する要素に反映されます。リレーショナルデータベースでは、これらの変更はデータ定義言語 
(DDL) ステートメントを使用して開始されます。次の表に、AWS DMS でこれらの変更がどのように 
Amazon DocumentDB に反映されるかを示します。

ソースの DDL Amazon DocumentDB ターゲットでの効果

CREATE TABLE 空のコレクションが作成されます。

テーブル名を変更するステートメント (RENAME 
TABLE、ALTER TABLE...RENAME など)

コレクションの名前が変更されます。

TRUNCATE TABLE コレクションからすべてのドキュメントが削除
されます (HandleSourceTableTruncated が
true の場合のみ)。詳細については、「変更処理
の DDL 処理のタスク設定 (p. 511)」をご参照く
ださい。

DROP TABLE コレクションが削除されます 
(HandleSourceTableDropped が true の場合
のみ)。詳細については、「変更処理の DDL 処理
のタスク設定 (p. 511)」をご参照ください。

テーブルに列を追加するステートメント (ALTER 
TABLE...ADD など)

この DDL ステートメントは無視され、警告が表示
されます。ソースで最初の INSERT が実行された
ときに、ターゲットドキュメントに新しいフィー
ルドが追加されます。

ALTER TABLE...RENAME COLUMN この DDL ステートメントは無視され、警告が表示
されます。ソースで最初の INSERT が実行された
ときに、ターゲットドキュメントに新しい名前の
フィールドが追加されます。

ALTER TABLE...DROP COLUMN この DDL ステートメントは無視され、警告が表示
されます。
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ソースの DDL Amazon DocumentDB ターゲットでの効果

列のデータ型を変更するステートメント (ALTER 
COLUMN...MODIFY など)

この DDL ステートメントは無視され、警告が表示
されます。ソースでその新しいデータ型を使用し
た最初の INSERT が実行されたときに、その新し
いデータ型のフィールドを使用してターゲットド
キュメントが作成されます。

Amazon DocumentDB をターゲットとして使用する場合の制限事
項
AWS DMS のターゲットとして Amazon DocumentDB を使用する場合、以下の制限が適用されます：

• Amazon DocumentDB エラスティッククラスターをターゲットとしているため、シャードコレクション
の移行は現在サポートされていません。

• Amazon DocumentDB では、コレクション名にドル記号 ($) を含めることはできません。また、データ
ベース名に Unicode 文字を含めることもできません。

• AWS DMS で複数のソーステーブルを 1 つの Amazon DocumentDB, コレクションにマージすることは
できません。

• AWS DMS は、プライマリキーがないソーステーブルの変更を処理する際に、そのテーブルの LOB 列を
無視します。

• [Change table] (変更テーブル) オプションが有効で、AWS DMS で「_id」という名前のソース列が検出
されると、その列が変更テーブルに 「__id」 (2 つのアンダースコア) として表示されます。

• ソースエンドポイントとして Oracle を選択する場合は、Oracle ソースで完全なサプリメンタルロギン
グが有効になっている必要があります。有効になっていないと、ソースに変更されていない列がある場
合にデータが null 値として Amazon DocumentDB にロードされます。

• レプリケーション タスクの設定、TargetTablePrepMode:TRUNCATE_BEFORE_LOAD
は、DocumentDB ターゲット エンドポイントでの使用には対応していません。

Amazon DocumentDB のターゲットデータ型
次の表に、AWS DMS を使用する場合にサポートされる Amazon DocumentDB ターゲットのデータ型
と、AWS DMS のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。AWS DMS のデータ型の詳細につい
ては、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」をご参照ください。

AWS DMS データ型 Amazon DocumentDB データ型

BOOLEAN ブール値

BYTES バイナリデータ

DATE 日付

TIME 文字列 (UTF8)

DATETIME 日付

INT1 32 ビット整数

INT2 32 ビット整数

INT4 32 ビット整数
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AWS DMS データ型 Amazon DocumentDB データ型

INT8 64 ビット整数

NUMERIC 文字列 (UTF8)

REAL4 ダブル

REAL8 ダブル

STRING データが JSON として認識された場合、AWS DMS はこれをドキュメン
トとして Amazon DocumentDB に移行します。それ以外の場合は文字
列 (UTF8) にマップされます。

UINT1 32 ビット整数

UINT2 32 ビット整数

UINT4 64 ビット整数

UINT8 文字列 (UTF8)

WSTRING データが JSON として認識された場合、AWS DMS はこれをドキュメン
トとして Amazon DocumentDB に移行します。それ以外の場合は文字
列 (UTF8) にマップされます。

BLOB バイナリ

CLOB データが JSON として認識された場合、AWS DMS はこれをドキュメン
トとして Amazon DocumentDB に移行します。それ以外の場合は文字
列 (UTF8) にマップされます。

NCLOB データが JSON として認識された場合、AWS DMS はこれをドキュメン
トとして Amazon DocumentDB に移行します。それ以外の場合は文字
列 (UTF8) にマップされます。

AWS Database Migration Service のターゲットとして
の Amazon Neptune の使用
Amazon Neptune は、高速で信頼性に優れたフルマネージド型のグラフデータベースサービスで、高度に
接続されたデータセットを使用するアプリケーションの構築と実行を容易にします。Neptune の中核は、
専用のハイパフォーマンスなグラフデータベース エンジンです。このエンジンは、数十億の関係を保存
し、ミリ秒単位のレイテンシーでグラフをクエリできるよう最適化されています。Neptune は、人気の
高いグラフクエリ言語 Apache TinkerPop Gremlin と W3C の SPARQL をサポートしています。Amazon 
Neptune の詳細については、Amazon Neptune ユーザーガイド の「Amazon Neptune のクォータ」をご参
照ください。

Neptune などのグラフデータベースがなければ、リレーショナルデータベースで高接続データをモデル化
するとよいでしょう。データに動的接続がある可能性があるため、このようなデータソースを使用するア
プリケーションは SQL で接続されたデータクエリをモデル化する必要があります。この方法では、グラフ
クエリを SQL に変換するために余分なレイヤーを記述する必要があります。また、リレーショナルデータ
ベースにはスキーマの剛性があります。接続を変更するスキーマのすべての変更には、新しいスキーマを
サポートするために、ダウンタイムおよびクエリ変換の追加メンテナンスが必要になります。アプリケー
ションの設計時に考慮すべき別の大きな制約は、クエリのパフォーマンスです。

グラフデータベースは、このような状況を大幅に簡素化することができます。スキーマから解放され、豊
富なグラフクエリレイヤー (Gremlin または SPARQL) とグラフクエリ用に最適化されたインデックスに
より、柔軟性とパフォーマンスが向上します。Amazon Neptune グラフデータベースには、保存時の暗号
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化、安全な認可レイヤー、デフォルトバックアップ、マルチ AZ サポート、リードレプリカ サポートなど
のエンタープライズ機能もあります。

AWS DMS を使用すると、高度に接続されたグラフをモデル化するリレーショナルデータを、サポートさ
れている任SQL データベースの DMS ソース　エンドポイントから Neptune ターゲット　エンドポイント
に移行できます。

詳細については、以下をご参照ください。

トピック
• ターゲットとしての Amazon Neptune への移行の概要 (p. 456)
• ターゲットとしての Amazon Neptune エンドポイント設定の指定 (p. 457)
• ターゲットとして Amazon Neptune にアクセスするための IAM サービスロールの作成 (p. 458)
• ターゲットとしての Amazon Neptune 用の Gremlin および R2RML を使用したグラフ　マッピング

ルールの指定 (p. 460)
• ターゲットとしての Amazon Neptune への Gremlin および R2RML 移行のデータ型 (p. 463)
• ターゲットとしての Amazon Neptune の使用における制限 (p. 465)

ターゲットとしての Amazon Neptune への移行の概要
Neptune ターゲットへの移行をスタートする前に、AWS アカウントに次のリソースを作成します。

• ターゲット エンドポイントの Neptune クラスター。
• AWS DMS でサポートされるソース エンドポイントの SQL リレーショナルデータベース。
• ターゲット エンドポイントの Amazon S3 バケット。Neptune クラスターと同じ AWS リージョンにこ

の S3 バケットを作成します。AWS DMS は、この S3 バケットを Neptune データベースに一括ロード
するターゲットデータの中間ファイルストレージとして使用します。Amazon S3 バケットの作成の詳細
については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのバケットの作成をご参照ください。

• Neptune クラスターと同じ VPC 内の S3 の Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイント。
• IAM ポリシーを含む AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。このポリシーでは、ター

ゲットエンドポイントの S3 バケットに対する、GetObject、PutObject、DeleteObject および
ListObject アクセス許可を指定する必要があります。このロールは AWS DMS と、ターゲット S3 バ
ケットと Neptune データベースの両方への IAM アクセスのある、Neptune の両方によって引き継がれ
ます。詳細については、「ターゲットとして Amazon Neptune にアクセスするための IAM サービスロー
ルの作成 (p. 458)」をご参照ください。

これらのリソースを取得したら、Neptune ターゲットへの移行の設定とスタートは、コンソールまたは 
DMS API を使用した全ロードの移行と同様です。ただし、Neptune ターゲットへの移行には固有のステッ
プが必要です。

AWS DMS リレーショナルデータベースの Neptune への移行

1. レプリケーション インスタンスの作成 (p. 145) の説明に従って、レプリケーションインスタンスを作
成します。

2. AWS DMS でサポートされるソースエンドポイントの SQL リレーショナルデータベースを作成し、テ
ストします。

3. Neptune データベースのターゲット エンドポイントを作成してテストします。

ターゲット エンドポイントを Neptune データベースに接続するには、Neptune クラスター エン
ドポイントまたは Neptune ライター インスタンス エンドポイントのサーバー名を指定します。ま
た、Neptune データベースに一括ロードするための中間ファイルを保存するために、AWS DMS の S3 
バケット フォルダも指定します。
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移行中、AWS DMS は、指定した最大ファイルサイズまで、移行されたすべてのターゲットデータを
この S3 バケットフォルダに保存します。このファイルストレージが最大サイズに達すると、保存さ
れた S3 データが AWS DMS によりターゲットデータベースに一括ロードされます。フォルダをクリ
アして、後でターゲットデータベースにロードするために、追加ターゲットデータの保存を有効にし
ます。これらの設定の指定の詳細については、「ターゲットとしての Amazon Neptune エンドポイン
ト設定の指定 (p. 457)」をご参照ください。

4. 手順 1 ～ 3 で作成したリソースを使用して全ロードレプリケーション タスクを作成し、次の手順を実
行します：

a. 通常のタスクテーブルマッピングを使用して、適切な選択ルールと変換ルールを使用して、リ
レーショナルデータベースから移行する特定のソーススキーマ、テーブルおよびビューを指定し
ます。詳細については、「テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する (p. 534)」
をご参照ください。

b. 次のいずれかを選択して、ターゲットマッピングを指定し、ソーステーブルおよびビューから 
Neptune ターゲット　データベースグラフへのマッピングルールを指定します。

• Gremlin JSON — Gremlin JSON を使用して Neptune データベースをロードする方法について
は、Amazon Neptune ユーザーガイドの「Gremlin ロードデータ形式」をご参照ください。

• SPARQL RDB からリソース記述フレームワーク マッピング言語 (R2RML) への SPARQL 
R2RML の使用方法については、W3C 仕様の「R2RML: RDB から RDF へのマッピング言語」
をご参照ください。

c. 以下のいずれかを実行します。

• AWS DMS コンソールを使用して、[Create database migration task] (データベース移行タスク
の作成) ページで[Graph mapping rules] (グラフマッピングのルール) を使用してグラフマッピ
ングオプションを指定します。

• AWS DMS API を使用して、CreateReplicationTask API コールの TaskData リクエスト
パラメータを使用してこれらのオプションを指定します。

Gremlin JSON および SPARQL R2RML を使用してグラフマッピングルールを指定する方法の詳
細と例については、「ターゲットとしての Amazon Neptune 用の Gremlin および R2RML を使用
したグラフ　マッピングルールの指定 (p. 460)」をご参照ください。

5. 移行タスクのレプリケーションを開始します。

ターゲットとしての Amazon Neptune エンドポイント設定の指
定
ターゲットエンドポイントを作成または変更するには、コンソール、CreateEndpoint または
ModifyEndpoint API オペレーションを使用します。

AWS DMS コンソールde Neptune ターゲットには、[Create endpoint] (エンドポイントの作成) または
[Modify endpoint] (エンドポイントの変更) コンソールページで[Endpoint-specific settings] (エンドポイント
固有の設定) を指定します。CreateEndpoint と ModifyEndpoint に、NeptuneSettings オプション
のリクエストパラメータを指定します。以下の例は CLI を使用してこれを行う方法を示しています。

dms create-endpoint --endpoint-identifier my-neptune-target-endpoint
--endpoint-type target --engine-name neptune  
--server-name my-neptune-db.cluster-cspckvklbvgf.us-east-1.neptune.amazonaws.com  
--port 8192
--neptune-settings  
     '{"ServiceAccessRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/myNeptuneRole", 
       "S3BucketName":"my-bucket", 
       "S3BucketFolder":"my-bucket-folder", 
       "ErrorRetryDuration":57, 
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       "MaxFileSize":100,  
       "MaxRetryCount": 10,  
       "IAMAuthEnabled":false}‘

ここでは、CLI --server-name オプションで、Neptune クラスター ライター エンドポイントのサーバ名
を指定します。または、Neptune ライターインスタンス エンドポイントのサーバー名を指定することもで
きます。

--neptune-settings オプションリクエストパラメータは次のとおりです。

• ServiceAccessRoleArn – (必須) Neptune ターゲットエンドポイント用に作成したサービスロールの 
Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、「ターゲットとして Amazon Neptune にアクセスす
るための IAM サービスロールの作成 (p. 458)」をご参照ください。

• S3BucketName – (必須) DMS が Neptune ターゲットデータベースへ一括ロードする前に、移行された
グラフデータを .csv ファイルに一時的に保存する S3 バケットの名前。DMS は、これらの .csv ファイ
ルに格納する前に、SQL ソースデータをグラフデータにマッピングします。

• S3BucketFolder— (必須) が S3 バケットに移行されたグラフデータを保存するフォルダーパ
スS3BucketName。

• ErrorRetryDuration – (オプション) エラーを発生させる前に、DMS が Neptune ターゲットデータ
ベースに移行されたグラフデータの一括ロードを再試行するまで待機する時間 (ミリ秒)。デフォルトは 
250 です。

• MaxFileSize – (オプション) DMS が Neptune ターゲットデータベースにデータを一括ロードする前
に、.csv ファイルに保存される移行済みグラフデータの最大サイズ (KB 単位)。デフォルトは 1,048,576 
KB (1 GB) です。成功すると、DMS はバケットをクリアし、移行されたグラフデータの次のバッチを保
存する準備が整います。

• MaxRetryCount – (オプション) エラーを発生させる前に、DMS が移行されたグラフデータの Neptune 
ターゲットデータベースへの一括ロード リトライ回数。デフォルト は 5 です。

• IAMAuthEnabled – (オプション) このエンドポイントで IAM 認可を有効にする場合は、このパラメー
タを true に設定し、ServiceAccessRoleArn によって指定されたサービスロールに適切な IAM ポリ
シードキュメントを添付します。デフォルトは false です。

ターゲットとして Amazon Neptune にアクセスするための IAM 
サービスロールの作成
ターゲットとして Neptune にアクセスするには、IAM を使用してサービスロールを作成します。Neptune 
エンドポイントの設定に応じて、以下で説明する IAM ポリシーと信頼ドキュメントの一部またはすべてを
このロールに添付します。Neptune エンドポイントを作成するときに、このサービスロールの ARN を指
定します。これにより AWS DMS と Amazon Neptune は、Neptune および関連付けられた Amazon S3 バ
ケットの両方にアクセスするためのアクセス許可を引き受けることができます。

Neptune エンドポイント設定で、NeptuneSettings の IAMAuthEnabled パラメータを true に設定し
た場合は、サービスロールに次のようなような IAM ポリシーを添付します。IAMAuthEnabled を false
に設定すると、このポリシーを無視できます。

// Policy to access Neptune 

    { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "VisualEditor0", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": "neptune-db:*", 
                "Resource": "arn:aws:neptune-db:us-east-1:123456789012:cluster-
CLG7H7FHK54AZGHEH6MNS55JKM/*" 
            } 
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        ] 
    }

前述の IAM ポリシーは、Resource で指定された Neptune ターゲットクラスターへのフルアクセスを許
可します。

サービスロールに次のような IAM ポリシーをアタッチします。このポリシーにより、DMS は、移行した
グラフデータを Neptune ターゲットデータベースに一括ロードするために作成した S3 バケットに一時的
に保存できます。

//Policy to access S3 bucket

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject", 
         
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket/" 
            ], 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket", 
                "arn:aws:s3:::my-bucket/" 
            ] 
        } 
    ]
}

前述の IAM ポリシーでは、Neptune ターゲット用に作成された S3 バケット (arn:aws:s3:::my-
bucket) の内容をアカウントからクエリできます。また、アカウントはすべてのバケットファイルとフォ
ルダ (arn:aws:s3:::my-bucket/) の内容を完全に操作できます。

信頼関係を編集し、次の IAM ロールをサービスロールに添付して、AWS DMS と Amazon Neptune デー
タベースサービスの両方がロールを引き受けることを許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "dms.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
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    }, 
    { 
      "Sid": "neptune", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "rds.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Neptune ターゲット エンドポイントにこのサービスロールを指定する方法については、「ターゲットとし
ての Amazon Neptune エンドポイント設定の指定 (p. 457)」をご参照ください。

ターゲットとしての Amazon Neptune 用の Gremlin および 
R2RML を使用したグラフ　マッピングルールの指定
作成するグラフ マッピングルールは、SQL リレーショナル データベースソースから抽出されたデータ
を Neptune データベース クラスター ターゲットにロードする方法を指定します。これらのマッピング
ルールの形式は、ルールが Apache TinkerPop Gremlin を使用してプロパティグラフデータをロードする
か、R2RML を使用してリソース記述フレームワーク (RDF) データをロードするかによって異なります。
以下で、これらの形式に関する情報と詳細を確認できます。

これらのマッピングルールは、コンソールまたは DMS API を使用して移行タスクを作成するときに指定
できます。

コンソールを使用して、[Create database migration task] (データベース移行タスクの作成) ページ
で[Graph mapping rules] (グラフマッピングのルール) を使用してこれらのマッピングルールを指定しま
す。[グラフマッピングルール] では、付属のエディタを使用して直接マッピングルールを入力および編集
できます。または、適切なグラフマッピング形式のマッピングルールを含むファイルを参照することもで
きます。

API を使用して、TaskData API コールの CreateReplicationTask リクエストパラメータを使用して
これらのオプションを指定します。TaskData に、適切なグラフマッピング形式のマッピングルールを含
むファイルのパスを設定します。

Gremlin を用いたプロパティグラフデータ生成のためのグラフマッピングルール
Gremlin を使用してプロパティグラフデータを生成し、ソースデータから生成される各グラフエンティ
ティのマッピングルールを使用する JSON オブジェクトを指定します。この JSON の形式は、Amazon 
Neptune の一括ロード用に定義されています。次のテンプレートは、このオブジェクトの各ルールがどの
ようになるかを示しています。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule_id": "(an identifier for this rule)", 
            "rule_name": "(a name for this rule)", 
            "table_name": "(the name of the table or view being loaded)", 
            "vertex_definitions": [ 
                { 
                    "vertex_id_template": "{col1}", 
                    "vertex_label": "(the vertex to create)", 
                    "vertex_definition_id": "(an identifier for this vertex)", 
                    "vertex_properties": [ 
                        { 
                            "property_name": "(name of the property)", 
                            "property_value_template": "{col2} or text", 
                            "property_value_type": "(data type of the property)" 
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                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "rule_id": "(an identifier for this rule)", 
            "rule_name": "(a name for this rule)", 
            "table_name": "(the name of the table or view being loaded)", 
            "edge_definitions": [ 
                { 
                    "from_vertex": { 
                        "vertex_id_template": "{col1}", 
                        "vertex_definition_id": "(an identifier for the vertex referenced 
 above)" 
                    }, 
                    "to_vertex": { 
                        "vertex_id_template": "{col3}", 
                        "vertex_definition_id": "(an identifier for the vertex referenced 
 above)" 
                    }, 
                    "edge_id_template": { 
                        "label": "(the edge label to add)", 
                        "template": "{col1}_{col3}" 
                    }, 
                    "edge_properties":[ 
                        { 
                            "property_name": "(the property to add)", 
                            "property_value_template": "{col4} or text", 
                            "property_value_type": "(data type like String, int, double)" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}
 

頂点ラベルが存在することは、頂点がここに作成されていることを意味します。頂点ラベルがない場合
は、頂点が別のソースによって作成され、この定義では頂点プロパティだけが追加されることを意味しま
す。必要な数の頂点定義とエッジ定義を指定して、リレーショナルデータベースソース全体のマッピング
を指定します。

次に、employee テーブルのルール例を示します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule_id": "1", 
            "rule_name": "vertex_mapping_rule_from_nodes", 
            "table_name": "nodes", 
            "vertex_definitions": [ 
                { 
                    "vertex_id_template": "{emp_id}", 
                    "vertex_label": "employee", 
                    "vertex_definition_id": "1", 
                    "vertex_properties": [ 
                        { 
                            "property_name": "name", 
                            "property_value_template": "{emp_name}", 
                            "property_value_type": "String" 
                        } 
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                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "rule_id": "2", 
            "rule_name": "edge_mapping_rule_from_emp", 
            "table_name": "nodes", 
            "edge_definitions": [ 
                { 
                    "from_vertex": { 
                        "vertex_id_template": "{emp_id}", 
                        "vertex_definition_id": "1" 
                    }, 
                    "to_vertex": { 
                        "vertex_id_template": "{mgr_id}", 
                        "vertex_definition_id": "1" 
                    }, 
                    "edge_id_template": { 
                        "label": "reportsTo", 
                        "template": "{emp_id}_{mgr_id}" 
                    }, 
                    "edge_properties":[ 
                        { 
                            "property_name": "team", 
                            "property_value_template": "{team}", 
                            "property_value_type": "String" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}
 

ここでは、頂点とエッジの定義は、従業員 ID (EmpID) を持つ employee ノードとマネージャ ID 
(managerId) を持つ employee ノードからのレポート関係をマッピングします。

Gremlin JSON を使用したグラフ マッピングルールの作成の詳細については、Amazon Neptune ユーザー
ガイドの「Gremlin ロードデータ形式」をご参照ください。

RDF/SPARQL データ生成のためのグラフマッピングルール
SPARQL を使用してクエリする RDF データをロードする場合は、R2RML にグラフマッピングルール
を記述します。R2RML は、リレーショナルデータを RDF にマッピングするための標準の W3C 言語で
す。R2RML ファイルで、トリプルマップ (以下の <#TriplesMap1> など) は、論理テーブルの各行を 0 
個以上の RDF トリプルに変換するルールを指定します。サブジェクトマップ (以下の rr:subjectMap の
いずれか) は、トリプルマップによって生成された RDF トリプルのサブジェクトを生成するためのルール
を指定します。述語オブジェクトマップ (以下の rr:predicateObjectMap のいずれか) は、論理テーブ
ルの論理テーブル行ごとに 1 つ以上の述語オブジェクトのペアを作成する関数です。

nodes テーブルの簡単な例を次に示します。

@prefix rr: <http://www.w3.org/ns/r2rml#>.
@prefix ex: <http://example.com/ns#>.

<#TriplesMap1> 
    rr:logicalTable [ rr:tableName "nodes" ]; 
    rr:subjectMap [ 
        rr:template "http://data.example.com/employee/{id}"; 
        rr:class ex:Employee; 
    ]; 
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    rr:predicateObjectMap [ 
        rr:predicate ex:name; 
        rr:objectMap [ rr:column "label" ]; 
    ]

前の例では、マッピングは、従業員のテーブルからマッピングされたグラフノードを定義します。

Student テーブルの別の簡単な例を次に示します。

@prefix rr: <http://www.w3.org/ns/r2rml#>.
@prefix ex: <http://example.com/#>.
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.

<#TriplesMap2> 
    rr:logicalTable [ rr:tableName "Student" ]; 
    rr:subjectMap   [ rr:template "http://example.com/{ID}{Name}"; 
                      rr:class foaf:Person ]; 
    rr:predicateObjectMap [ 
        rr:predicate ex:id ; 
        rr:objectMap  [ rr:column "ID"; 
                        rr:datatype xsd:integer ] 
    ]; 
    rr:predicateObjectMap [ 
        rr:predicate foaf:name ; 
        rr:objectMap  [ rr:column "Name" ] 
    ].

前の例では、 friend-of-a-friend Studentマッピングはテーブル内の人物間の関係をマッピングするグラフ
ノードを定義します。

SPARQL R2RML を使用したグラフマッピングルールの作成の詳細については、W3C 仕様の「R2RML: 
RDB から RDF へのマッピング言語」をご参照ください。

ターゲットとしての Amazon Neptune への Gremlin および 
R2RML 移行のデータ型
AWS DMS は、SQL ソース エンドポイントから Neptune ターゲットへのデータ型マッピングを 2 つの方
法のいずれかで実行します。どちらの方法を使用するかは、Neptune データベースのロードに使用してい
るグラフマッピング形式によって異なります。

• TinkerPop 移行データを JSON 形式で表現した Apache グレムリン。
• 移行データの R2RML 形式を使用する W3C の SPARQL。

これら 2 つのグラフマッピング形式の詳細については、「ターゲットとしての Amazon Neptune 用の 
Gremlin および R2RML を使用したグラフ　マッピングルールの指定 (p. 460)」をご参照ください。

次に、各形式のデータ型マッピングの説明を示します。

SQL ソースから Gremlin ターゲットへのデータ型マッピング
次の表に、SQL ソースから Gremlin 形式のターゲットへのデータ型マッピングを示します。

AWS DMS は、リストされていない SQL ソースデータ型を Gremlin String にマッピングします。

SQL ソースデータ型 Gremlin ターゲットデータ型

NUMERIC (およびバリアント) Double
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SQL ソースデータ型 Gremlin ターゲットデータ型

DECIMAL

TINYINT Byte

SMALLINT Short

INT, INTEGER Int

BIGINT Long

FLOAT

DOUBLE PRECISION

Float

REAL Double

BIT

BOOLEAN

Boolean

DATE

TIME

TIMESTAMP

Date

CHARACTER (およびバリアント) String

Neptune を読み込むための Gremlin データ型の詳細については、Neptune ユーザーガイドの「Gremlin 
データ型」をご参照ください。

SQL ソースから R2RML (RDF) ターゲットへのデータ型マッピング
次の表に、SQL ソースから R2RML 形式のターゲットへのデータ型マッピングを示します。

リストされているすべての RDF データ型は、RDF リテラルを除き、大文字と小文字が区別されま
す。AWS DMS は、リストされていない SQL ソースデータ型を RDF リテラルにマッピングします。

RDF リテラルは、さまざまなリテラル辞書形式およびデータ型の 1 つです。詳細については、W3C 仕
様リソース記述フレームワーク (RDF): 概念と抽象構文の「RDF リテラル」をご参照ください。

SQL ソースデータ型 R2RML (RDF) ターゲットデータ型

BINARY (およびバリアント) xsd:hexBinary

NUMERIC (およびバリアント)

DECIMAL

xsd:decimal

TINYINT

SMALLINT

INT, INTEGER

BIGINT

xsd:integer

FLOAT xsd:double
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SQL ソースデータ型 R2RML (RDF) ターゲットデータ型

DOUBLE PRECISION

REAL

BIT

BOOLEAN

xsd:boolean

DATE xsd:date

TIME xsd:time

TIMESTAMP xsd:dateTime

CHARACTER (およびバリアント) RDF リテラル

Neptune をロードするための RDF データ型と SQL ソースデータ型へのマッピングの詳細について
は、W3C 仕様R2RML: RDB から RDF マッピング言語の「データ型の変換」をご参照ください。

ターゲットとしての Amazon Neptune の使用における制限
ターゲットとして Neptuneを使用する場合、以下の制限が適用されます。

• AWS DMS は、現在、Neptune ターゲットへの移行に対してのみ全ロードタスクをサポートしていま
す。Neptune ターゲットへの変更データ　キャプチャ (CDC) の移行はサポートされていません。

• 移行タスクをスタートする前に、次の例のように、ターゲット Neptune データベースで、すべてのデー
タが手動でクリアされていることを確認してください。

グラフ内のすべてのデータ (頂点とエッジ) をドロップするには、次の Gremlin コマンドを実行します。

gremlin> g.V().drop().iterate()

'customer' ラベルのある頂点をドロップするには、次の Gremlin コマンドを実行します。

gremlin> g.V().hasLabel('customer').drop()

Note

大きなデータセットをドロップするには時間がかかる場合があります。limit(1000) などの
制限を使用して、drop() を反復処理することができます。

'rated' ラベルのあるエッジをドロップするには、以下の Gremlin コマンドを実行します。

gremlin> g.E().hasLabel('rated').drop()

Note

大きなデータセットをドロップするには時間がかかる場合があります。limit(1000) などの
制限を使用して、drop() を反復処理することができます。

• DMS API オペレーション DescribeTableStatistics は、Neptune グラフデータ構造の性質上、特
定のテーブルについて不正確な結果を返すことがあります。

移行中に、AWS DMS は各ソーステーブルをスキャンし、グラフマッピングを使用してソースデータを 
Neptune グラフに変換します。変換されたデータは、まずターゲットエンドポイントに指定された S3 
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バケットフォルダに保存されます。ソースがスキャンされ、この中間の S3 データが正常に生成された
場合、DescribeTableStatistics はデータが Neptune ターゲットデータベースに正常にロードされ
たと見なします。しかし、これは常に正しいとは限りません。特定のテーブルのデータが正しくロード
されたことを確認するには、そのテーブルの移行の両端の count() の戻り値を比較します。

次の例では、AWS DMS は、ターゲット Neptune データベースグラフのラベル 'customer' が割り
当てられているソースデータベースから、 customer テーブルをロードします。このラベルがター
ゲットデータベースに書き込まれることを確認できます。これを行うには、ソースデータベースから
使用可能な customer 行の数と、タスクの完了後に Neptune ターゲットデータベースにロードされた
'customer' ラベル付きの行の数を比較します。

SQL を使用してソースデータベースから使用可能な customer 行の数を取得するには、次のコマンドを
実行します。

select count(*) from customer;

Gremlin を使用してターゲットデータベースグラフにロードされた 'customer' ラベル付きの行の数を
取得するには、次のコマンドを実行します。

gremlin> g.V().hasLabel('customer').count()

• 現在、1 つのテーブルの読み込みに失敗すると、タスク全体が失敗します。リレーショナル データベー
スターゲットとは異なり、Neptune のデータは高度に接続されているため、多くの場合、タスクを再
開することは不可能です。このタイプのデータロードの失敗のためにタスクが正常に再開できない場合
は、ロードに失敗したテーブルをロードする新しいタスクを作成します。この新しいタスクを実行する
前に、部分的にロードされたテーブルを Neptune ターゲットから手動でクリアします。

Note

障害が回復可能な場合 (ネットワーク転送エラーなど)、Neptune ターゲットへの移行に失敗し
たタスクを再開できます。

• AWS DMS は、ほとんどの R2RML の標準をサポートしています。ただし、AWS DMS は、Inverse 式、
結合、ビューなど、特定の R2RML 標準をサポートしていません。R2RML ビューの回避策は、ソース
データベースに対応するカスタム SQL ビューを作成することです。移行タスクで、テーブルマッピング
を使用してビューを入力として選択します。次に、ビューをテーブルにマップすると、R2RML によっ
て消費され、グラフデータが生成されます。

• サポートされていない SQL データ型を使用してソースデータを移行すると、結果のターゲットデータ
の精度が低下する可能性があります。詳細については、「ターゲットとしての Amazon Neptune への 
Gremlin および R2RML 移行のデータ型 (p. 463)」をご参照ください。

• AWS DMS では、LOB データの Neptune ターゲットへの移行に対応していません。

AWS Database Migration Serviceのターゲットとして
の Redis の使用
Redis は、オープンソースのインメモリ データ構造ストアで、データベース、キャッシュ、メッセージブ
ローカーとして使用されます。データ インメモリを管理すると、読み取りまたは書き込みオペレーショ
ンにかかる時間が 1 msec 未満になり、毎秒数億のオペレーションが実行される可能性があります。イン
メモリデータストアとして、Redis は、ミリ秒未満の応答時間を必要とする最も要求の厳しいアプリケー
ションの電源となります。

AWS DMS を使用して、ダウンタイムを最小限に抑えデータを対応しているソース データベースから 
Redis データストアに移行できます。Redis の詳細については、「Redis ドキュメント」をご参照くださ
い。

オンプレミス Redis に加えて、AWS Database Migration Service では、以下をサポートしています：

466

https://redis.io/documentation


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ターゲットとしての Redis の使用

• ElastiCache ターゲットデータストアとしての Amazon。 ElastiCache for Redis は Redis クライアント
と連携し、オープンな Redis データ形式を使用してデータを格納します。

• ターゲット データ ストアとしてのRedis 用 Amazon MemoryDB。MemoryDB は Redis と互換であり、
今日使用されているすべての Redis データ構造および API、コマンドを使用してアプリケーションを構
築できます。

AWS DMS のターゲットとしての Redisの使用の詳細については、以下のセクションをご参照ください：

トピック
• AWS DMS のターゲットとして Redisデータストリームを使用する場合の前提条件 (p. 467)
• AWS Database Migration Service のターゲットとして Redisを使用する場合の制限 (p. 468)
• リレーショナルデータベースまたは非リレーショナルデータベースから Redis ターゲットへのデータ

移行 (p. 468)
• ターゲットとしての Redis エンドポイント設定の指定 (p. 470)

AWS DMS のターゲットとして Redisデータストリームを使用す
る場合の前提条件
DMS は、スタンドアロン構成で、またはデータが複数のノードにわたって 自動的に シャードされる 
Redis クラスターとしてオンプレミス Redis ターゲットに対応します。シャーディングとは、複数のサー
バーまたはノードに分散されるシャードと呼ばれる小さなチャンクにデータを分離するプロセスです。実
際、シャードは総データ セットのサブセットを含むデータ パーティションであり、全体的なワークロード
のスライスを提供します。

Redis はキー値 NoSQL データ ストアであるため、ソースがリレーショナルデータベースである場合に使
用する Redis キーの命名規則は、schema-name.table-name.primary-key (スキーマ名.テーブル名.プライマ
リ キー)です。Redis では、キーと値に特殊文字%を含めることはできません。それ以外の場合、DMS は
レコードをスキップします。

Note

ElastiCache for Redis を使用している場合、DMS はクラスターモードの有効化構成のみに対応
します。 ElastiCache for Redis バージョン 6.x 以降を使用してクラスターモード対応のターゲッ
トデータストアを作成する方法の詳細については、Amazon ElastiCache for Redis ユーザーガイ
ドの開始方法をご参照ください。

データベースの移行を開始する前に、次の条件を使用して Redis クラスターを起動します。

• クラスターに 1 つ以上のシャードがあります。
• ElastiCache for Redis ターゲットを使用している場合は、クラスターが IAM ロールベースのアクセス

制御を使用していないことを確認してください。代わりに、Redis Auth を使用してユーザーを認証しま
す。

• マルチ AZ (アベイラビリティーゾーン) を有効にします。
• データベースから移行されるデータに適合するのに十分なメモリがクラスターにあることを確認しま

す。
• 最初の移行タスクをスタートする前に、ターゲット Redis クラスターがすべてのデータからクリアされ

ていることを確認してください。

クラスター構成を作成する前に、データ移行のセキュリティ要件を決定する必要があります。DMS は、暗
号化構成に関係なく、ターゲット レプリケーション グループへの移行をサポートします。ただし、暗号化
を有効または無効にできるのは、クラスター構成を作成するときに限られます。
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AWS Database Migration Service のターゲットとして Redisを使
用する場合の制限
ターゲットとして Redis を使用する場合、以下の制限が適用されます。

• Redis はキー値 no-sql データ ストアであるため、ソースがリレーショナルデータベースである場合に使
用する Redis キー命名規則は schema-name.table-name.primary-key になります。

• Redis では、キー値に特殊文字 % を含めることはできません。それ以外の場合、DMS はレコードをス
キップします。

• DMS では、特殊文字を含む行は移行されません。
• DMS では、フィールド名に特殊文字が含まれているフィールドは移行されません。
• 完全 LOB モードはサポートされていません。
• ElastiCache for Redis をターゲットとして使用する場合、Private Certificate Authority (CA) はサポートさ

れません。

リレーショナルデータベースまたは非リレーショナルデータベー
スから Redis ターゲットへのデータ移行
任意のソース SQL または NoSQL データストアから Redis ターゲットに直接データを移行できま
す。Redis ターゲットへの移行の設定とスタートは、DMS コンソールまたは API を使用した全ロードと変
更データ キャプチャの移行と同様です。Redis ターゲットへのデータベース移行を実行するには、次の操
作を行います。

• 移行のすべてのプロセスを実行するレプリケーション インスタンスを作成します。詳細については、
「レプリケーション インスタンスの作成 (p. 145)」をご参照ください。

• ソースエンドポイントを指定します。詳細については、「ソースおよびターゲットエンドポイントの作
成 (p. 157)」をご参照ください。

• クラスターの DNS 名とポート番号を見つけます。
• SSL 接続を確認するために使用できる証明書バンドルをダウンロードします。
• 次の説明に従って、ターゲット エンドポイントを指定します。
• 使用するテーブルとレプリケーション プロセスを定義するタスクまたはタスクセットを作成します。詳

細については、「[Creating a task] (タスクの作成) (p. 483)」をご参照ください。
• ソースデータベースからターゲット クラスターにデータを移行します。

データベースの移行は、次の 2 つのいずれかの方法で開始します：

1. AWS DMS コンソールを選択し、そこで各ステップを実行します。
2. AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用することができます。で CLI を使用する方法の詳細に

ついてはAWS DMS、「」AWS CLIを参照してくださいAWS DMS。

クラスターの DNS 名とポート番号を見つけるには

• 以下の AWS CLI コマンドを使用して、replication-group-id にレプリケーション グループの名
前を付けます。

aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id myreplgroup
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ここで、出力は Address 属性では DNS 名、クラスター内のプライマリノードのPort 属性にポート
番号を表示します。

 ...
"ReadEndpoint": {
"Port": 6379,
"Address": "myreplgroup-
111.1abc1d.1111.uuu1.cache.example.com"
}
... 
                         

Redis 用 MemoryDB をターゲットとして使用する場合は、以下の AWS CLI コマンドを使用して 
Redis クラスターにエンドポイント アドレスを提供します。

aws memorydb describe-clusters --clusterid clusterid
                        

SSL 接続を確認するために使用できる証明書バンドルをダウンロードします。

• コマンドラインで、以下の wget コマンドを入力します。Wget は、インターネットからファイルをダ
ウンロードするために使用される無料の GNU コマンドライン ユーティリティツールです。

wget https://s3.aws-api-domain/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem 
                     

aws-api-domainこれで、指定された S3 バケットと rds-combined-ca-bundle .pem ファイルにアク
セスするために必要なAWSリージョンの Amazon S3 ドメインが完成しました。

AWS DMS コンソールを使用してターゲット エンドポイントを作成するには

このエンドポイントは、すでに実行中の Redis ターゲット用です。

• コンソールで、ナビゲーションペインから [Endpoints] (エンドポイント) を選択し、次に　[Create 
Endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。次の表で設定について説明します。

使用するオプション この操作を行います

[Endpoint type] (エンドポイントタイ
プ)

[Target] (ターゲット) エンドポイントタイプを選択しま
す。

[Endpoint identifier] (エンドポイント識
別子)

エンドポイントの名前を入力します。例えば、名前に my-
redis-target などのエンドポイントタイプを含めま
す。

Target Engine (ターゲット エンジン) このエンドポイントが接続すべきデータベースエンジンの
タイプとして Redis を選択します。

クラスター名 Redis クラスターの DNS 名を入力します。

[Port] (ポート) Redis クラスターのポート番号を入力します。
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使用するオプション この操作を行います

SSL セキュリティプロトコル [Plain text] (プレーンテキスト) または[SSL encryption]
(SSL 暗号化) どちらかを選択します。

[Plain text] (プレーンテキスト) —このオプションは、エン
ドポイントとデータベース間のトラフィックにトTransport 
Layer Security (TLS) 暗号化を提供しません。

[SSL encryption] (SSL 暗号化) —このオプションを選択す
る場合は、SSL 認定権限 (CA) 証明書 ARN を入力して、
サーバーの証明書を検証し、暗号化された接続を作成しま
す。

オンプレミス Redis で DMS は公開および Private 
Certificate Authority (CA) の両方をサポートします。 
ElastiCache DMS は公開 CA のみをサポートします。

[Authentication type] (認証タイプ) Redis への接続中に実行する認証のタイプを選択します。
オプションには[None] (なし) および [Authentication role]
(認証ロール)、[Authentication token] (認証トークン) が含
まれます。

認証ロールを選択した場合は、[Authentication username]
(認証ユーザー名) と[Authentication password] (認証パス
ワード) を入力します。

認証トークンを選択した場合は、[Authentication 
password] (認証パスワード) のみ入力します。

レプリケーションインスタンス [Optional] (オプション) 接続をテストする場合の
み、[Create replication instance] (レプリケーション インス
タンスの作成) ページで以前に入力したレプリケーション 
インスタンスの名前を選択します。

エンドポイントのすべての情報を入力したら、AWS DMSは、データベース移行中に使用する Redis ター
ゲット エンドポイントを作成します。

移行タスクの作成とデータベース移行のスタートについては、「[Creating a task] (タスクの作
成) (p. 483)」をご参照ください。

ターゲットとしての Redis エンドポイント設定の指定
ターゲットエンドポイントを作成または変更するには、コンソール、CreateEndpoint または
ModifyEndpoint API オペレーションを使用します。

AWS DMS コンソールの Redis ターゲットの場合、[Create endpoint] (エンドポイントの作成) または
[Modify endpoint] (エンドポイントの変更) コンソールページで[Endpoint-specific settings] (エンドポイント
固有の設定) を指定します。

CreateEndpoint と ModifyEndpointAPI オペレーションを使用する際、RedisSettings オプション
のリクエストパラメータを指定する。次の例では、AWS CLI を使用してこの操作を行う方法を示していま
す。

aws dms create-endpoint --endpoint-identifier my-redis-target
--endpoint-type target --engine-name redis --redis-settings  
'{"ServerName":"sample-test-
sample.zz012zz.cluster.eee1.cache.bbbxxx.com","Port":6379,"AuthType":"auth-token",  
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 "SslSecurityProtocol":"ssl-encryption", "AuthPassword":"notanactualpassword"}'

{ 
    "Endpoint": { 
        "EndpointIdentifier": "my-redis-target", 
        "EndpointType": "TARGET", 
        "EngineName": "redis", 
        "EngineDisplayName": "Redis", 
        "TransferFiles": false, 
        "ReceiveTransferredFiles": false, 
        "Status": "active", 
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:999999999999:key/x-b188188x", 
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:555555555555:endpoint:ABCDEFGHIJKLMONOPQRSTUVWXYZ", 
        "SslMode": "none", 
        "RedisSettings": { 
            "ServerName": "sample-test-sample.zz012zz.cluster.eee1.cache.bbbxxx.com", 
            "Port": 6379, 
            "SslSecurityProtocol": "ssl-encryption", 
            "AuthType": "auth-token" 
        } 
    }
}      
             

--redis-settingsパラメータは次のとおりです:

• ServerName— (必須) タイプ string で、データの移行先となる Redis クラスターを指定し、同じ 
VPC に存在します。

• Port— (必須) タイプ number で、エンドポイントへのアクセスに使用されるポート値。
• SslSecurityProtocol— (オプション) 有効な値は plaintext と ssl-encryption です。デフォル

トは ssl-encryption です。

plaintext オプションは、エンドポイントとデータベース間のトラフィックに Transport Layer 
Security (TLS) 暗号化を提供しません。

ssl-encryption を使用して、暗号化された接続を作成します。ssl-encryption はサー
バーの証明書を検証するために SSL 認定権限 (CA) ARN を必要としませんが、オプションで
SslCaCertificateArn 設定を使用して特定可能です。認定権限 ARN が指定されていない場合、DMS 
は Amazon ルート CA を使用します。

オンプレミスの Redis ターゲットを使用する場合、SslCaCertificateArn を使用して公開または
Private Certificate Authority (CA) を DMS にインポートし、サーバー認証用にその ARN を指定します。 
ElastiCache for Redis をターゲットとして使用する場合、プライベート CA はサポートされません。

• AuthType— (必須) Redis に接続するときに実行する認証のタイプを示します。有効な値
は、none、auth-token、および auth-role です。

auth-tokenオプションには "AuthPassword" を指定する必要がありますが、auth-roleオプション
には "AuthUserName" と "AuthPassword" を指定する必要があります。

バベルフィッシュをターゲットとして使うAWS 
Database Migration Service
を使用して Microsoft SQL Server のソースデータベースから Babelfish ターゲットにデータを移行できま
すAWS Database Migration Service。

Aurora 用の Babelfish PostgreSQL は、Microsoft SQL Server クライアントからデータベース接続を受け入
れる機能を使用して Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションデータベースを拡張します。これによ
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り、従来の移行に比べて少ないコード変更で、またデータベースドライバを変更せずに、元々 SQL Server 
用に構築されているアプリケーションを直接 Aurora PostgreSQL で利用できるようになります。

AWS DMSバベルフィッシュエンドポイントは、バベルフィッシュ互換バージョン 13.6 (バベルフィッシュ
バージョン 1.2.0) 以降の Aurora PostgreSQL をサポートしています。Aurora PostgreSQL バージョン 13.4 
と 13.5 上の以前のバージョンの Babelfish では、Babelfish エンドポイントを使用する前にマイナーバー
ジョンのアップグレードが必要です。

Babelfish をデータベースエンドポイントとして使用する方法については、『Aurora 用 Amazon Aurora 
ユーザーガイド』の「Babelfish for Aurora PostgreSQL」を参照してください。

Babelfish をのターゲットとして使用するための前提条件AWS 
DMS
ソースからターゲット Babelfish データベースにデータを移行する前に、次の準備手順を実行してくださ
い。

• テーブルを準備して作成します。正しいデータ型を使用するためには、データを移行する前にテーブ
ルを作成する必要があります。実行前にテーブルが事前に作成されていない場合AWS DMS、DMS は
間違ったデータ型のテーブルを作成します。たとえば、タイムスタンプ列は代わりに DMS によって 
binary (8) として作成され、期待していたタイムスタンプ/行バージョン機能は提供されません。

• IDENTITY 列があるテーブルを管理します。
• Aurora PostgreSQL less less less V2 ターゲットデータベースに最小Aurora 容量ユニット (ACU) を設定

します。

これらの準備手順を実行するための手順は次のとおりです。

移行前にテーブルを準備して作成するには

1. 独自の制約、主キー、またはデフォルト制約を含むテーブル作成 DDL ステートメントを実行します。

外部キー制約、またはビュー、ストアドプロシージャ、関数、トリガーなどのオブジェクトの DDL ス
テートメントを含めないでください。ソースデータベースを移行した後に適用できます。

2. テーブルのID列、計算列、または行バージョンまたはタイムスタンプデータ型を含む列を特定しま
す。次に、移行タスクを実行する際の既知の問題に対処するために必要な変換ルールを作成します。
詳細については、「 変換ルールおよび変換アクション (p. 543)」を参照してください。

3. Babelfish がサポートしていないデータ型の列を識別します。次に、ターゲットテーブル内の該当する
列をサポートされているデータ型を使用するように変更するか、移行タスク中にそれらを削除する変
換ルールを作成します。詳細については、「 変換ルールおよび変換アクション (p. 543)」を参照し
てください。

次の表は、Babelfishでサポートされていないソースデータ型と、それに対応する推奨ターゲットデー
タ型を示しています。

出典データ型 推奨バベルフィッシュデータタイプ

IMAGE 変数バイナリ (最大)

日時オフセット (7) 日時オフセット (6)

バベルフィッシュは 7 未満の値をサポートしま
す。

XML SQL Server ソースから Babelfish ターゲットに 
XMLAWS DMS データを移行するために使用す
ると、XML データのサイズがほぼ 2 倍になる
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出典データ型 推奨バベルフィッシュデータタイプ
ことがあります。そのため、LobMaxSizeター
ゲットメタデータタスク設定のオプションに通
常設定されているサイズを2倍にすることをお勧
めします。詳細については、「ターゲットメタ
データのタスク設定 (p. 493)」を参照してくだ
さい。

階層 アンバーチャー (250)

GEOMETRY VARCHAR(MAX)

GEOGRAPHY VARCHAR(MAX)

Aurora PostgreSQL サーバーレス V2 ソースデータベースの Aurora キャパシティユニット (ACU) 
レベルを設定するには

ACU の最小値を設定することで、AWS DMS実行前に移行タスクのパフォーマンスを向上させることがで
きます。

• Severless v2 キャパシティ設定ウィンドウから、最小 ACU をに設定するか2、Aurora DB クラスター
に適したレベルに設定します。

Aurora キャパシティユニットの設定に関する追加情報については、Amazon Aurora Aurora ユーザー
ガイドの 「Aurora クラスターの Aurora サーバーレス v2 キャパシティ範囲の選択」を参照してくだ
さい。

AWS DMS移行タスクを実行したら、ACU の最小値を Aurora PostgreSQL サーバーレス V2 ソースデータ
ベースに適したレベルにリセットできます。

Babelfishをターゲットとして使用する場合のセキュリティ要件
AWS Database Migration Service
以下に、BabelfishAWS DMS ターゲットで使用するためのセキュリティ要件について説明します。

• データベースの作成に使用した管理者ユーザー名 (管理者ユーザー)。
• SEFERENCES、REFERENCES、REFERENCES、REFERENCES、REFERENCES、REFERENCES

Babelfishをターゲットとして使用するためのユーザー権限AWS 
DMS

Important

セキュリティ上の理由から、データ移行に使用するユーザーアカウントは、ターゲットとして使
用する任意の Babelfish データベースに登録されたユーザーである必要があります。

Babelfish ターゲットエンドポイントでAWS DMS移行を実行するには、最低限のユーザー許可が必要で
す。

ログインおよび権限の低いTransact-SQL (T-SQL) ユーザーを作成するには

1. セッションへの接続に使用するログインとパスワードを作成します。

CREATE LOGIN dms_user WITH PASSWORD = 'password';
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GO

2. Babelfish クラスターの仮想データベースを作成します。

CREATE DATABASE my_database;
GO

3. ターゲットデータベースの T-SQL ユーザーを作成します。

USE my_database
GO
CREATE USER dms_user FOR LOGIN dms_user;
GO

4. Babelfish データベース内のテーブルごとに、テーブルへのアクセス権限を付与します。

GRANT SELECT, DELETE, INSERT, REFERENCES, UPDATE ON [dbo].[Categories] TO dms_user;   

のターゲットとして Babelfish 使用する場合の制限AWS 
Database Migration Service
Babelfish データベースをのターゲットとして使用する場合は、以下の制限が適用されますAWS DMS：

• Babelfish をターゲットとして使用するには、TDS ポート番号 1433 (デフォルト) を入力します。
• 全負荷レプリケーションのみがサポートされています。 AWS DMSバベルフィッシュをターゲットとす

るCDCはサポートしていません。
• テーブル準備モード「Do Nothing」のみがサポートされています。
• ROWVERSION データ型には、移行タスク中にテーブルから列名を削除するテーブルマッピングルール

が必要です。
• sqel_fish のデータ型はサポートされていません。
• 完全な LOB モードはサポートされません。
• レプリケーションタスクの設定には以下の制限があります。

{ 
   "FullLoadSettings": { 
      "TargetTablePrepMode": "DO_NOTHING", 
      "CreatePkAfterFullLoad": false, 
      }. 
    "ValidationSettings": { 
       "EnableValidation": false, 
      }
} 
                         

• Babelfish の TIME (7)、DATETIME2 (7)、および DATETIMEOFFSET (7) データ型では、時間の秒部分
の精度値が 6 桁に制限されています。これらのデータ型を使用する場合は、ターゲットテーブルの精度
値を 6 にすることを検討してください。Babelfish バージョン 2.2.0 以降では、TIME (7) と DATETIME2 
(7) を使用すると、精度の 7 桁目は常にゼロになります。

• DO_NOTHING モードでは、DMS はテーブルが既に存在するかどうかを確認します。テーブルがター
ゲットスキーマに存在しない場合、DMS はソーステーブル定義に基づいてテーブルを作成し、ユーザー
定義のデータ型をその基本データ型にマップします。

• BabelfishAWS DMS ターゲットへの移行タスクは、ROWVERSION または TIMESTAMP データ型を使
用する列を含むテーブルをサポートしていません。転送処理中にテーブルから列名を削除するテーブル
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マッピングルールを使用できます。次の変換ルールの例では、Actorソースで指定されたテーブルが変
換され、colActorターゲット内のテーブルからその文字で始まるすべての列が削除されます。

{ 
  "rules": [{ 
  "rule-type": "selection",is  
  "rule-id": "1", 
  "rule-name": "1", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "test", 
   "table-name": "%" 
  }, 
  "rule-action": "include" 
 }, { 
  "rule-type": "transformation", 
  "rule-id": "2", 
  "rule-name": "2", 
  "rule-action": "remove-column", 
  "rule-target": "column", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "test", 
   "table-name": "Actor", 
   "column-name": "col%" 
  } 
 }] 
 }

• バベルフィッシュは画像データ型の列をコピーしません。
• ID 列または計算列を含むテーブルで、ターゲットテーブルでカテゴリのように大文字と小文字が混在

する名前を使用している場合は、DMS タスク用にテーブル名を小文字に変換する変換ルールアクショ
ンを作成する必要があります。次の例は、AWS DMSコンソールを使用して、変換ルールアクションの 
[小文字にする] を作成する方法を示しています。詳細については、「 変換ルールおよび変換アクショ
ン (p. 543)」を参照してください。
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• Babelfish バージョン 2.2.0 より前のバージョンでは、DMS は Babelfish ターゲットエンドポイントに複
製できる列の数を 20 列に制限していました。バベルフィッシュ2.2.0では、制限が100列に増加しまし
た。しかし、Babelfish バージョン 2.4.0 以降では、複製できる列の数が再び増えています。SQL Server 
データベースに対して次のコードサンプルを実行すると、どのテーブルが長すぎるかを判断できます。

USE myDB;
GO
DECLARE @Babelfish_version_string_limit INT = 8000; -- Use 380 for Babelfish versions 
 before 2.2.0
WITH bfendpoint
AS (
SELECT  
 [TABLE_SCHEMA] 
      ,[TABLE_NAME] 
   , COUNT( [COLUMN_NAME] ) AS NumberColumns 
   , ( SUM( LEN( [COLUMN_NAME] ) + 3)   
  + SUM( LEN( FORMAT(ORDINAL_POSITION, 'N0') ) + 3 )   
     + LEN( TABLE_SCHEMA ) + 3 
  + 12 -- INSERT INTO string 
  + 12)  AS InsertIntoCommandLength -- values string 
      , CASE WHEN ( SUM( LEN( [COLUMN_NAME] ) + 3)   
  + SUM( LEN( FORMAT(ORDINAL_POSITION, 'N0') ) + 3 )   
     + LEN( TABLE_SCHEMA ) + 3 
  + 12 -- INSERT INTO string 
  + 12)  -- values string 
   >= @Babelfish_version_string_limit 
   THEN 1 
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   ELSE 0 
  END AS IsTooLong
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[COLUMNS]
GROUP BY [TABLE_SCHEMA], [TABLE_NAME]
)
SELECT *  
FROM bfendpoint
WHERE IsTooLong = 1
ORDER BY TABLE_SCHEMA, InsertIntoCommandLength DESC, TABLE_NAME
;

Babelfish のターゲットデータ型
以下の表に、を使用する場合にサポートされる Babelfish のターゲットデータ型とAWS DMS、AWS DMS
のデータ型からのデフォルトマッピングを示します。

AWS DMS のデータ型の詳細については、「AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)」を
ご参照ください。

AWS DMS データ型 Babelfish のデータ型

BOOLEAN TINYINT

BYTES VARBINARY(長さ)

DATE DATE

TIME TIME

INT1 SMALLINT

INT2 SMALLINT

INT4 INT

INT8 BIGINT

NUMERIC NUMERIC(p,s)

REAL4 REAL

REAL8 FLOAT

STRING 列が日付または時刻列の場合、次の操作を行いま
す。

• SQL Server 2008 以降の場合、DATETIME2 を使
用します。

• それより前のバージョンでは、スケールが 3 以
下の場合は DATETIME を使用します。他のすべ
ての場合は、VARCHAR (37) を使用します。

列が日付または時刻列ではない場合、VARCHAR 
(長さ) を使用します。

UINT1 TINYINT

UINT2 SMALLINT
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AWS DMS データ型 Babelfish のデータ型

UINT4 INT

UINT8 BIGINT

WSTRING NVARCHAR (長さ)

BLOB VARBINARY(最大)

DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタ
スク用に Babの使用を有効にする必要がありま
す。DMS は、主キーを含むテーブルでのみ BLOB 
データ型をサポートします。

CLOB VARCHAR(max)

DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタ
スク用に CLOB の使用を有効にする必要がありま
す。

NCLOB NVARCHAR(最大)

DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタ
スク用に nClob の使用を有効にする必要があり
ます。CDC の間、DMS は NCLOB データ型を主
キーを含むテーブルでのみサポートします。

VPC エンドポイントをAWS DMS ソースエンドポ
イントとターゲットエンドポイントとして設定

AWSDMS は Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントをソースとターゲットとしてサ
ポートします。 AWSDMS は、AWSソースおよびターゲットデータベースへの明示的に定義されたルート
がAWS DMS VPC で定義されている限り、Amazon VPC エンドポイントを使用して任意のソースまたは
ターゲットデータベースに接続できます。

AWSDMS は Amazon VPC エンドポイントをサポートすることで、 end-to-end 追加のネットワーク設定
やセットアップなしで、すべてのレプリケーションタスクのネットワークセキュリティを簡単に維持でき
るようにします。すべてのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントに VPC エンドポイントを使
用すると、すべてのトラフィックが VPC 内に残り、管理下に置かれます。AWSDMS バージョン 3.4.7 以
降にアップグレードするには、VPC エンドポイントを使用するようにAWS DMS を設定するか、Amazon 
Web Services やり取りするすべてのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントへのパブリック
ルートを使用するように DMS を設定する必要があります。

• Amazon S3
• Amazon Kinesis
• AWS Secrets Manager
• Amazon DynamoDB
• Amazon Redshift
• OpenSearch アマゾンサービス

以下で説明するように、バージョン 3.4.7 以降のAWS DMS をサポートするには VPC エンドポイントが必
要になる場合があります。
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AWSDMS バージョン 3.4.7 以降に移行すると影響を
受けるのは誰ですか?
前述のAWS DMS エンドポイントを 1 つ以上使用していて、それらのエンドポイントがパブリックにルー
ティングできない、または VPC エンドポイントがすでに関連付けられていない場合は、影響を受けます。

AWSDMS バージョン 3.4.7 以降に移行しても影響を
受けないのは誰ですか?
次の場合は影響を受けません。

• 前述のAWS DMS エンドポイントを 1 つ以上使用していません。
• 前述のエンドポイントのいずれかを使用しており、それらはパブリックにルーティング可能です。
• 前述のエンドポイントのいずれかを使用していて、それらには VPC エンドポイントが関連付けられてい

ます。

AWSDMS バージョン 3.4.7 以降への移行の準備
前述のエンドポイントを使用しているときにAWS DMS タスクが失敗しないようにするには、AWS DMS 
をバージョン 3.4.7 以降にアップグレードする前に、次のいずれかの手順を実行してください。

• 影響を受けるAWS DMS エンドポイントをパブリックにルーティングできるようにします。たとえ
ば、AWS DMS レプリケーションインスタンスですでに使用されている VPC にInternet Gateway (IGW) 
ルートを追加して、そのソースとターゲットのすべてのエンドポイントをパブリックにルーティングで
きるようにします。

• 次に示すように、AWS DMS が使用するすべてのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントに
アクセスするための VPC エンドポイントを作成します。

AWSDMS ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントに使用する既存の VPC エンドポイント
については、XML ポリシードキュメントに準拠した信頼ポリシーを使用していることを確認してくださ
いdms-vpc-role。この XML ポリシードキュメントの詳細については、を参照してくださいAWS CLI と 
AWS DMS API で使用する IAM ロールの作成 (p. 683)。

それ以外の場合は、AWS DMS レプリケーションインスタンスによって使用されるすべてのソー
スエンドポイントとターゲットエンドポイントが VPC エンドポイントとして設定されていること
を確認するには:

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2. VPC コンソールのメニューバーで、AWS DMSAWS リージョン レプリケーションインスタンスと同
じものを選択します。

3. Virtual VPC ate ペインで、[エンドポイント] を選択します。
4. [エンドポイント] で、[エンドポイントの作成] を選択します。
5. 必要に応じて名前タグを指定できます。例えば、my-endpoint-DynamoDB-01。
6. [S3 または DynamoDB 専用サービス] で、[タイプ] を [ゲートウェイ] に設定したサービス名を選択し

ます。
7. VPC で、AWS DMS レプリケーションインスタンスと同じ VPC を選択してエンドポイントを作成し

ます。
8. [ルートテーブル] で、使用可能なルートテーブル ID 値をすべて選択します。
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9. アクセス制御を指定するには、「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。ポリシー作成ツー
ルを使用して独自のアクセス制御を指定する場合は、「カスタム」を選択します。いずれの場合
も、XML ポリシードキュメントに準拠した信頼ポリシーを使用してくださいdms-vpc-role。この 
XML ポリシードキュメントの詳細については、を参照してくださいAWS CLI と AWS DMS API で使
用する IAM ロールの作成 (p. 683)。

10. [エンドポイント] で、新しく作成した VPC エンドポイントのステータスが [使用可能] になっているこ
とを確認します。

AWSDMS レプリケーションインスタンスの VPC エンドポイントの設定の詳細については、を参照してく
ださいデータベース移行のネットワーク設定 (p. 138)。AWS一般的にサービスにアクセスするためのイン
ターフェイス VPC エンドポイントの作成の詳細については、AWS PrivateLink ガイドの「インターフェイ
ス VPCAWS エンドポイントを使用してサービスにアクセスする」を参照してください。VPC エンドポイ
ントのAWS DMS リージョンの可用性については、AWSリージョンテーブルを参照してください。

AWS DMS によりサポートされている DDL ステー
トメント

データ移行プロセス中は、ソースデータベース上でデータ定義言語 (DDL) ステートメントを実行できま
す。これらのステートメントはレプリケーションサーバー上で、ターゲットデータベースにレプリケート
されます。

サポートされている DDL ステートメントは以下のとおりです。

• Create table
• Drop table
• Rename table
• Truncate table
• Add column
• Drop column
• Rename column
• Change column data type

DMS は一部のソースエンジンタイプでサポートされている DDL ステートメントをすべてキャプチャする
わけではありません。また、DMS は DDL ステートメントを特定のターゲットエンジンに適用するときに 
DDL ステートメントを異なる方法で処理します。特定のソースでサポートされている DDL ステートメン
トと、ターゲットに適用する方法の詳細については、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイント
の特定のドキュメンテーショントピックをご参照ください。

タスク設定を使用して、変更データキャプチャ (CDC) 中に DMS が DDL の動作を処理する方法を設定で
きます。詳細については、「変更処理の DDL 処理のタスク設定 (p. 511)」を参照してください。
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AWS DMS タスクの使用
AWS Database Migration Service (AWS DMS) タスクは、すべての処理が行われる場所です。ログ記録要
件、制御テーブルデータ、エラー処理など、移行と特別な処理に使用するテーブル（またはビュー）とス
キーマを指定します。

タスクは、3 つの主なフェーズで構成できます。

• 既存データの移行 (全負荷)
• キャッシュされた変更の適用
• 継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ)

AWS DMS移行タスクがデータを移行する方法の詳細と概要については、を参照してください。AWS DMS 
の概要 (p. 3)

移行タスクを作成するとき、いくつかのことを知っておく必要があります。

• 移行タスクを作成する前に、ソースエンドポイント、ターゲットエンドポイント、およびレプリケー
ションインスタンスを作成していることを確認します。

• 移行タスクを調整するために多くのタスク設定を指定できます。それらは、AWS Management 
Console、 AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS DMS API を使用して設定できま
す。これらの設定には、移行エラーの処理方法、エラーのログ記録、および制御テーブル情報を指定す
ることが含まれます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「タスク
設定例 (p. 491)」をご参照ください。

• タスクを作成した後、直ちに実行できます。必要なメタデータ定義を含むターゲットテーブルが自動的
に作成されてロードされるため、継続的なレプリケーションを指定できます。

• デフォルトでは、タスクを作成するとすぐに AWS DMS によりタスクが開始されます。ただし、状況に
よっては、タスクの開始を延期できます。たとえば、AWS CLI を使用するとき、タスクを作成するプロ
セスと、トリガーイベントに基づいてタスクを開始する別のプロセスが存在する場合があります。必要
に応じて、タスクの開始を延期できます。

• AWS CLI コンソール、AWS DMS、または API を使用して、タスクのモニタリング、停止、再開を
行うことができます。API を使用してタスクを停止する方法については、AWS DMS AWS DMSAPI
StopReplicationTaskリファレンスのを参照してください。

AWS DMS タスクを操作するときに実行できるアクションを以下に示します。

タスク 関連資料

[Creating a task] (タスクの作成)

タスクを作成するときに、ソース、ター
ゲット、およびレプリケーションインス
タンスを、移行設定とともに作成しま
す。

[Creating a task] (タスクの作成) (p. 483)

[Creating an ongoing replication task] (継
続的レプリケーション タスク作成)

ソースとターゲット間で、継続的なレプ
リケーションを提供するようにタスクを
セットアップできます。

AWS DMS を使用した継続的なレプリケーション用のタスク
の作成 (p. 523)
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タスク 関連資料

[Applying task settings] (タスク設定の適
用)

各タスクには、データベース移行の必要
に応じて設定できる設定があります。
これらの設定は JSON ファイルで作成
します。その一部の設定は AWS DMS 
コンソールで指定できます。タスク設
定ファイルを使用してタスク設定を設
定する方法については、「タスク設定
例 (p. 491)」をご参照ください。

AWS Database Migration Service タスク設定の指
定 (p. 489)

[Using table mapping] (テーブルマッピ
ングの使用)

テーブル マッピングでは、いくつかの
タイプのルールを使用して、テーブルの
追加タスク設定を指定します。これらの
ルールを使用すると、データソース、
ソース スキーマ、テーブルとビュー、
データ、タスク中に発生するテーブルお
よびデータの変換、これらのテーブルお
よび列をソースからターゲットに移行す
る方法の設定を指定できます。

選択ルール

選択ルールと選択アクション (p. 538)

変換ルール

変換ルールおよび変換アクション (p. 543)

テーブル設定ルール

テーブルとコレクション設定のルールとオペレーショ
ン (p. 565)

[Running premigration task 
assessments] (移行前のタスク評価の実
行)

移行中に問題を引き起こす可能性のあ
るサポートされているソースおよびター
ゲットデータベースに関する問題を示す
移行前タスク評価を有効にして実行する
ことができます。これには、サポートさ
れていないデータ型および、インデック
スとプライマリ キーの不一致、その他
の競合するタスク設定などの問題が含ま
れます。これらの移行前評価は、タスク
を実行する前に実行され、移行中に発生
する可能性のある問題を特定します。

タスクの移行前評価の有効化と操作 (p. 591)

[Data validation] (データ検証)

データ検証は、AWS DMS でターゲット
データストア上のデータを、ソースデー
タストアからのデータと比較するために
使用できるタスク設定です。

AWS DMS データ検証 (p. 631).

[Modifying a task] (タスクの変更)

タスクが停止した際に、そのタスクの設
定を変更できます。

[Modifying a task] (タスクの変更) (p. 530)
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タスク 関連資料

[Moving a task] (タスクの移動)

タスクが停止すると、そのタスクを別の
レプリケーション インスタンスに移動
できます。

タスクの移動 (p. 530)

タスク中にテーブルを再ロードする

タスク実行中にエラーが発生した場合に
は、タスク実行中にテーブルを再ロード
できます。

タスク実行中のテーブル再ロード (p. 531)

フィルターを適用する

ソースフィルタを使用すると、ソースか
らターゲットに転送されるレコードの数
とタイプを制限できます。例えば、本社
を拠点とする従業員だけがターゲット
データベースに移行されるように指定で
きます。データの列にフィルタを適用し
ます。

ソースフィルタの使用 (p. 585)

[Monitoring a task] (タスクのモニタリン
グ)

タスクのパフォーマンスとそのタスクが
使用するテーブルに関する情報を取得す
るためには、複数の方法があります。

AWS DMS タスクのモニタリング (p. 601)

タスクログの管理

AWS DMS API または AWS CLI を使用
してタスクログを表示および削除するこ
とができます。

AWS DMS タスクログの表示と管理 (p. 611)

トピック
• [Creating a task] (タスクの作成) (p. 483)
• AWS DMS を使用した継続的なレプリケーション用のタスクの作成 (p. 523)
• [Modifying a task] (タスクの変更) (p. 530)
• タスクの移動 (p. 530)
• タスク実行中のテーブル再ロード (p. 531)
• テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する (p. 534)
• ソースフィルタの使用 (p. 585)
• タスクの移行前評価の有効化と操作 (p. 591)
• タスク設定の補足データを指定する (p. 600)

[Creating a task] (タスクの作成)
AWS DMS 移行タスクを作成するには、次の操作を行います。

• 移行タスクを作成する前に、ソースエンドポイント、ターゲットエンドポイント、およびレプリケー
ションインスタンスを作成します。
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• 移行方法を選択します。
• [Migrating data to the target database] (データをターゲットデータベースに移行する) – このプロセス

では、ターゲットデータベースにファイルまたはテーブルを作成し、ターゲットで必要なメタデー
タを自動的に定義します。また、ソースのデータをテーブルに入力します。テーブルのデータは、効
率を高めるために並列でロードされます。このプロセスは、AWS Management Consoleで [Migrate 
existing data] (既存データの移行) オプションとなっており、API では Full Load と呼ばれていま
す。

• [Capturing changes during migration] (移行中に変更をキャプチャする) – このプロセスでは、データ
がソースからターゲットに移行されているときに発生した変更をソースデータベースにキャプチャし
ます。最初にリクエストされたデータの移行が完了すると、変更データキャプチャ (CDC) プロセス
がキャプチャした変更をターゲットデータベースに適用します。変更は、1 つのコミットされたトラ
ンザクションユニットとしてキャプチャおよび適用され、複数の異なるターゲットテーブルを 1 つ
のソースコミットとして更新できます。このアプローチでは、ターゲットデータベースにおけるトラ
ンザクションの完全性が保証されます。このプロセスは、コンソールでは [Migrate existing data and 
replicate ongoing changes] (既存データの移行、継続的変更のレプリケーション) オプションとなって
おり、API では full-load-and-cdc と呼ばれています。

• [Replicating only data changes on the source database] (データ変更のみソースデータベースにレプリ
ケートする) – このプロセスでは、ソースデータベース管理システム (DBMS) の復旧ログファイルを読
み取り、各トランザクションのエントリをまとめます。場合によっては、AWS DMS が妥当な時間内
にターゲットに変更を適用できない場合があります (ターゲットにアクセスできない場合など)。この
ような場合、AWS DMS は必要な限り変更をレプリケーションサーバーにバッファします。DBMS ロ
グを再読み取りしないため、長時間かかる可能性があります。このプロセスは、AWS DMS コンソー
ルでは [Replicate data changes only] (データ変更のみをレプリケートする) オプションを指します。

• ソースでラージバイナリオブジェクト (LOB) を処理する方法を決定します。詳細については、「AWS 
DMS タスクのソースデータベースの LOB サポートの設定 (p. 522)」をご参照ください。

• 移行タスクの設定を指定します。これには、ログ記録の設定、移行の制御テーブルに書き込まれるデー
タ、エラーの処理方法、およびその他の設定が含まれます。タスク設定の詳細については、「AWS 
Database Migration Service タスク設定の指定 (p. 489)」をご参照ください。

• テーブルマッピングを設定して、選択するルールを定義し、移行するデータをフィルタします。
テーブルマッピングの詳細については、「テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定す
る (p. 534)」をご参照ください。マッピングを指定する前に、ソースデータベースとターゲットデータ
ベースのデータ型マッピングのドキュメントセクションを確認してください。

• タスクを実行する前に、移行前タスク評価を有効にして実行します。移行前評価の詳細については、
「タスクの移行前評価の有効化と操作 (p. 591)」をご参照ください。

• データを移行するタスクに必要な補足データを指定します。詳細については、「タスク設定の補足デー
タを指定する (p. 600)」をご参照ください。

[タスクの作成] ページでタスクへの情報の指定が完了するとすぐにタスクを開始することができます。ま
たは、後でダッシュボードページからタスクを開始することもできます。

次の手順では、レプリケーションインスタンス情報とエンドポイントがすでに指定されていること
を前提としています。統合の設定の詳細については、「ソースおよびターゲットエンドポイントの作
成 (p. 157)」をご参照ください。

移行タスクを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS 
にアクセスするための適切なアクセス権限があることを確認します。必要なアクセス権限の詳細につ
いては、「AWS DMS の使用に必要な IAM アクセス許可 (p. 679)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインで、[データベース移行タスク] を選択し、[タスクの作成] を選択します。
3. 「データベース移行タスクの作成」ページの「タスク構成」セクションで、タスクオプションを指定

します。次の表で設定について説明します。
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使用するオプション この操作を行います

タスク識別子 タスクの名前を入力します。

わかりやすい Amazon リソースネーム 
(ARN)-オプション

デフォルトのAWS DMS ARN を上書きするわかりやすい
名前。タスクの作成が完了した後は、この名前を変更でき
ません。

レプリケーションインスタンス 使用するレプリケーションインスタンスを表示します。

ソースデータベースエンドポイント 使用するソースエンドポイントを表示します。

ターゲットデータベースエンドポイン
ト

使用するターゲットエンドポイントを表示します。

移行タイプ 使用する移行方法を選択します。既存のデータのみをター
ゲットデータベースへ移行するか、移行したデータに加え
て継続的な変更もターゲットデータベースに送信するかを
選択できます。

4. タスク設定セクションで、タスク編集、ターゲットテーブル準備モード、タスク停止、LOB 設定、検
証、およびロギングの値を指定します。

使用するオプション この操作を行います

編集モード タスク設定を指定するには、ウィザードと JSON エディ
ターのどちらを使用するかを選択します。[ウィザード] を
選択すると、次のオプションが表示されます。

ソーストランザクションの CDC 開始
モード

この設定は、前のセクションで [マイグレーションタイプ] 
で [データ変更のみ複製] を選択した場合にのみ表示されま
す。

カスタム CDC 起動モードを無効にする — このオプション
を選択すると、以下の [作成時に自動作成] オプションを使
用してタスクを自動的に開始することも、コンソールを使
用して手動で開始することもできます。

カスタム CDC 起動モードを有効にする — このオプション
を選択すると、カスタム UTC 開始時間を指定して変更の
処理を開始できます。

ターゲットテーブル作成モード この設定は、前のセクションの [移行タイプ] で [既存の
データを移行 ] または [既存のデータを移行して進行中の
変更を複製] を選択した場合にのみ表示されます。

何もしない — 何もしないモードでは、AWS DMSター
ゲットテーブルがターゲット上で事前に作成されている
と仮定します。テーブルが空でないと、データ移行中に競
合が発生し、DMS タスクエラーが発生する可能性があり
ます。ターゲットテーブル不在の場合、DMS で自動的に
テーブルが作成されます。テーブルの構造はそのまま変更
されず、既存のデータはテーブル内に残ります。[何もし
ない] モードは、CDC のみのタスクに適切な選択肢です。
この場合、ターゲットテーブルはソースからバックフィル
され、ソースとターゲットの同期を維持するために継続的
なレプリケーションが適用されます。テーブルを事前に作
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使用するオプション この操作を行います
成するには、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 
を使用できます。詳細については、「AWS SCT のインス
トール」 をご参照ください。

[Drop tables on target](ターゲット上のテーブルを削除] ) –
ターゲット上のテーブルを削除 モードの場合、AWS DMS 
はターゲットテーブルを削除し、これらを移行の開始前に
再作成します。これにより、移行の開始時にターゲット
テーブルは確実に空になります。AWS DMS は、データの
効率的な移行に必要なオブジェクト (テーブル、プライマ
リキー、および必要に応じて一意のインデックス) のみを
作成します。テーブル、プライマリキー、場合によっては
一意のインデックスを作成します。AWS DMS は、セカン
ダリインデックス、非プライマリキーの制約、列データの
デフォルトは作成しません。全ロードと CDC または CDC 
のみのタスクを実行する場合は、この時点で移行を一時停
止することをお勧めします。次に、更新および削除ステー
トメントのフィルタリングをサポートするセカンダリイン
デックスを作成します。

[ターゲット上のテーブルを削除] モードを使用する場合
は、必要に応じてターゲットデータベースで一部の設定を
行います。たとえば、Oracle ターゲットの場合、セキュリ
ティ上の理由から AWS DMS はスキーマ（データベース
ユーザー）を作成できません。この場合、移行の開始時に 
AWS DMS でテーブルを作成できるように、スキーマユー
ザーを事前に作成する必要があります。他の大半のター
ゲットタイプの場合、AWS DMS は適切な設定パラメータ
を使用してスキーマおよびすべての関連するテーブルを作
成します。

[Truncate] (切り捨て) – 切り捨て モードの場合、AWS 
DMS は移行の開始前にすべてのターゲットテーブルを切
り捨てます。ターゲットテーブル不在の場合、DMS で自
動的にテーブルが作成されます。テーブル構造はそのまま
維持されますが、ターゲットではテーブルが切り捨てられ
ます。切り捨てモードは全ロードまたは全ロード + CDC 
の移行に適しています。この場合、移行の開始前にター
ゲットスキーマは作成済みとします。テーブルを事前に
作成するには、AWS SCT を使用できます。詳細について
は、「AWS SCT のインストール」 をご参照ください。

Note

ソースが MongoDB なら[Truncate] (切り詰め) 
モードは、ターゲットのテーブルを切り捨てませ
ん。代わりに、コレクションを削除し、すべての
インデックスを失います。ソースが MongoDB の
ときは [Truncat] (切り詰め) モードは避けます。
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使用するオプション この操作を行います

全ロードの完了後にタスクを停止する この設定は、前のセクションの [移行タイプ] で [既存の
データを移行し、進行中の変更を複製] を選択した場合に
のみ表示されます。

[Don't stop] (停止しない) - タスクを停止せず、キャッシュ
された変更をすぐに適用したら、そのまま続行します。

キャッシュされた変更を適用する前に停止 — キャッシュ
された変更を適用する前にタスクを停止します。この方法
を使用して、変更の適用を高速化する可能性があるセカン
ダリインデックスを追加できます。

キャッシュされた変更を適用した後に停止 — キャッシュ
された変更が適用された後にタスクを停止します。トラ
ンザクショナルな適用を使用する場合、この方法を使用し
て、外部キーを追加できます。

[Include LOB columns in replication]
(レプリケーションに LOB 列を含める)

[Don't include LOB columns] (LOB 列を含めない) – LOB 列
は移行対象から除外されます。

[Full LOB mode] (完全 LOB モード) – サイズに関係なく 
LOB 全体を移行します。AWS DMS は、[Max LOB size]
(最大 LOB サイズ) パラメータで制御されるチャンク単位
で LOB を移行します。このモードは制限付き LOB モード
を使用するよりも低速です。

[Limited LOB mode] (制限付き LOB モード) – LOB を [Max 
LOB size] (最大 LOB サイズ) パラメータの値まで切り詰め
ます。このモードは完全 LOB モードを使用するよりも高
速です。

LOB の最大サイズ (KB) [制限付き LOB モード] では、[最大 LOB サイズ] の設定を
超える LOB 列は指定した [最大 LOB サイズ] まで切り捨て
られます。

検証の有効化 データの検証を有効にして、ソースからターゲットにデー
タが正確に移行されることを確認します。詳細について
は、「AWS DMS データ検証 (p. 631)」を参照してくだ
さい。

CloudWatch ログを有効にする Amazon によるロギングを有効にします CloudWatch。

5. 「移行前評価」セクションで、移行前評価を実行するかどうかを選択します。移行前評価では、デー
タベース移行タスクを開始する前に、移行に関する潜在的な問題について警告します。詳細について
は、「移行前評価の有効化と操作 (p. 591)」を参照してください。

6. 移行タスクの起動設定セクションで、作成後にタスクを自動的に開始するかどうかを指定します。
7. 「タグ」セクションで、タスクを整理するのに必要なタグを指定します。タグは IAM ロールとポリ

シーを管理し、DMS コストを追跡するために使用できます。詳細については、「リソースのタグ付
け (p. 642)」を参照してください。

8. タスクの設定を完了した後、[タスクの作成] を選択します。

488



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
タスク設定

AWS Database Migration Service タスク設定の指定
各タスクには、データベース移行の必要に応じて設定できる設定があります。これらの設定は JSON ファ
イルで作成します。その一部の設定は AWS DMS コンソールで指定できます。タスク設定ファイルを使用
してタスク設定を設定する方法については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。

以下に示すように、タスク設定には、いくつかの主要なタイプがあります。

トピック
• タスク設定例 (p. 491)
• ターゲットメタデータのタスク設定 (p. 493)
• 全ロードタスク設定 (p. 496)
• タイムトラベルタスク設定 (p. 496)
• ロギングタスク設定 (p. 501)
• 制御テーブルタスク設定 (p. 504)
• ストリームバッファタスク設定 (p. 507)
• 変更処理のチューニング設定 (p. 507)
• データ検証タスクの設定 (p. 509)
• 変更処理の DDL 処理のタスク設定 (p. 511)
• 文字置換タスクの設定 (p. 511)
• 前イメージタスク設定前 (p. 515)
• エラー処理タスクの設定 (p. 516)
• タスク設定の保存 (p. 519)

タスク設定 関連資料

タスク評価レポートの作成

移行中に問題を発生させる可能性のあ
る、サポートされていないデータ型を示
すタスク評価レポートを作成できます。
タスクを実行する前にタスクでこのレ
ポートを実行して、潜在的な問題を見つ
けることができます。

タスクの移行前評価の有効化と操作 (p. 591)

[Creating a task] (タスクの作成)

タスクを作成するときに、ソース、ター
ゲット、およびレプリケーションインス
タンスを、移行設定とともに作成しま
す。

[Creating a task] (タスクの作成) (p. 483)

[Creating an ongoing replication task] (継
続的レプリケーション タスク作成)

ソースとターゲット間で、継続的なレプ
リケーションを提供するようにタスクを
セットアップできます。

AWS DMS を使用した継続的なレプリケーション用のタスク
の作成 (p. 523)

[Applying task settings] (タスク設定の適
用)

AWS Database Migration Service タスク設定の指
定 (p. 489)
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タスク設定 関連資料
各タスクには、データベース移行の必要
に応じて設定できる設定があります。こ
れらの設定は JSON ファイルで作成しま
す。その一部の設定は AWS DMS コン
ソールで指定できます。

[Data validation] (データ検証)

データ検証を使用して、AWS DMS で
ターゲットデータストア上のデータを、
ソースデータストアからのデータと比較
します。

AWS DMS データ検証 (p. 631)

[Modifying a task] (タスクの変更)

タスクが停止した際に、そのタスクの設
定を変更できます。

[Modifying a task] (タスクの変更) (p. 530)

タスク中にテーブルを再ロードする

タスク実行中にエラーが発生した場合に
は、タスク実行中にテーブルを再ロード
できます。

タスク実行中のテーブル再ロード (p. 531)

[Using table mapping] (テーブルマッピ
ングの使用)

テーブルマッピングは、データソース、
ソーススキーマ、データ、およびタスク
実行中に必要なすべての変換のタスク設
定を指定するための複数のルールタイプ
を使用します。

選択ルール
選択ルールと選択アクション (p. 538)

変換ルール
変換ルールおよび変換アクション (p. 543)

フィルターを適用する

ソースフィルタを使用すると、ソースか
らターゲットに転送されるレコードの数
とタイプを制限できます。例えば、本社
を拠点とする従業員だけがターゲット
データベースに移行されるように指定で
きます。データの列にフィルタを適用し
ます。

ソースフィルタの使用 (p. 585)

[Monitoring a task] (タスクのモニタリン
グ)

タスクのパフォーマンスとそのタスクが
使用するテーブルに関する情報を取得す
るためには、複数の方法があります。

AWS DMS タスクのモニタリング (p. 601)

タスクログの管理

AWS DMS API または AWS CLI を使用
してタスクログを表示および削除するこ
とができます。

AWS DMS タスクログの表示と管理 (p. 611)
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タスク設定例
AWS Management ConsoleまたはAWS CLIを使用して、レプリケーション タスクを作成し
ます。を使用する場合はAWS CLI、JSON ファイルを作成し、JSON ファイルの file://URI 
ReplicationTaskSettingsCreateReplicationTaskをオペレーションのパラメータとして指定することでタス
クの設定を行います。

以下の例では、AWS CLI を使って CreateReplicationTask オペレーションを呼び出す方法を示してい
ます:

aws dms create-replication-task \
--replication-task-identifier MyTask \
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
west-2:123456789012:endpoint:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890ABC \
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
west-2:123456789012:endpoint:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890ABC \
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
west-2:123456789012:rep:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890ABC \
--migration-type cdc \
--table-mappings file://tablemappings.json \
--replication-task-settings file://settings.json
 

前の例では、tablemappings.jsonというテーブルマッピングファイルを使用しています。テーブル
マッピング例については、「テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する (p. 534)」をご参
照ください。

タスク設定の JSON ファイルは次のようになります。

{ 
  "TargetMetadata": { 
    "TargetSchema": "", 
    "SupportLobs": true, 
    "FullLobMode": false, 
    "LobChunkSize": 64, 
    "LimitedSizeLobMode": true, 
    "LobMaxSize": 32, 
    "InlineLobMaxSize": 0, 
    "LoadMaxFileSize": 0, 
    "ParallelLoadThreads": 0, 
    "ParallelLoadBufferSize":0, 
    "ParallelLoadQueuesPerThread": 1, 
    "ParallelApplyThreads": 0, 
    "ParallelApplyBufferSize": 100, 
    "ParallelApplyQueuesPerThread": 1,     
    "BatchApplyEnabled": false, 
    "TaskRecoveryTableEnabled": false 
  }, 
  "FullLoadSettings": { 
    "TargetTablePrepMode": "DO_NOTHING", 
    "CreatePkAfterFullLoad": false, 
    "StopTaskCachedChangesApplied": false, 
    "StopTaskCachedChangesNotApplied": false, 
    "MaxFullLoadSubTasks": 8, 
    "TransactionConsistencyTimeout": 600, 
    "CommitRate": 10000 
  }, 
    "TTSettings" : { 
    "EnableTT" : true, 
    "TTS3Settings": { 
        "EncryptionMode": "SSE_KMS", 
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        "ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:112233445566:key/myKMSKey", 
        "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::112233445566:role/dms-tt-s3-access-role", 
        "BucketName": "myttbucket", 
        "BucketFolder": "myttfolder", 
        "EnableDeletingFromS3OnTaskDelete": false 
      }, 
    "TTRecordSettings": { 
        "EnableRawData" : true, 
        "OperationsToLog": "DELETE,UPDATE", 
        "MaxRecordSize": 64 
      } 
  }, 
  "Logging": { 
    "EnableLogging": false 
  }, 
  "ControlTablesSettings": { 
    "ControlSchema":"", 
    "HistoryTimeslotInMinutes":5, 
    "HistoryTableEnabled": false, 
    "SuspendedTablesTableEnabled": false, 
    "StatusTableEnabled": false 
  }, 
  "StreamBufferSettings": { 
    "StreamBufferCount": 3, 
    "StreamBufferSizeInMB": 8 
  }, 
  "ChangeProcessingTuning": {  
    "BatchApplyPreserveTransaction": true,  
    "BatchApplyTimeoutMin": 1,  
    "BatchApplyTimeoutMax": 30,  
    "BatchApplyMemoryLimit": 500,  
    "BatchSplitSize": 0,  
    "MinTransactionSize": 1000,  
    "CommitTimeout": 1,  
    "MemoryLimitTotal": 1024,  
    "MemoryKeepTime": 60,  
    "StatementCacheSize": 50  
  }, 
  "ChangeProcessingDdlHandlingPolicy": { 
    "HandleSourceTableDropped": true, 
    "HandleSourceTableTruncated": true, 
    "HandleSourceTableAltered": true 
  }, 
  "LoopbackPreventionSettings": { 
    "EnableLoopbackPrevention": true, 
    "SourceSchema": "LOOP-DATA", 
    "TargetSchema": "loop-data" 
  }, 

  "CharacterSetSettings": { 
    "CharacterReplacements": [ { 
        "SourceCharacterCodePoint": 35, 
        "TargetCharacterCodePoint": 52 
      }, { 
        "SourceCharacterCodePoint": 37, 
        "TargetCharacterCodePoint": 103 
      } 
    ], 
    "CharacterSetSupport": { 
      "CharacterSet": "UTF16_PlatformEndian", 
      "ReplaceWithCharacterCodePoint": 0 
    } 
  }, 
  "BeforeImageSettings": { 
    "EnableBeforeImage": false, 
    "FieldName": "",   
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    "ColumnFilter": "pk-only" 
  }, 
  "ErrorBehavior": { 
    "DataErrorPolicy": "LOG_ERROR", 
    "DataTruncationErrorPolicy":"LOG_ERROR", 
    "DataErrorEscalationPolicy":"SUSPEND_TABLE", 
    "DataErrorEscalationCount": 50, 
    "TableErrorPolicy":"SUSPEND_TABLE", 
    "TableErrorEscalationPolicy":"STOP_TASK", 
    "TableErrorEscalationCount": 50, 
    "RecoverableErrorCount": 0, 
    "RecoverableErrorInterval": 5, 
    "RecoverableErrorThrottling": true, 
    "RecoverableErrorThrottlingMax": 1800, 
    "ApplyErrorDeletePolicy":"IGNORE_RECORD", 
    "ApplyErrorInsertPolicy":"LOG_ERROR", 
    "ApplyErrorUpdatePolicy":"LOG_ERROR", 
    "ApplyErrorEscalationPolicy":"LOG_ERROR", 
    "ApplyErrorEscalationCount": 0, 
    "FullLoadIgnoreConflicts": true 
  }, 
  "ValidationSettings": { 
    "EnableValidation": false, 
    "ValidationMode": "ROW_LEVEL", 
    "ThreadCount": 5, 
    "PartitionSize": 10000, 
    "FailureMaxCount": 1000, 
    "RecordFailureDelayInMinutes": 5, 
    "RecordSuspendDelayInMinutes": 30, 
    "MaxKeyColumnSize": 8096, 
    "TableFailureMaxCount": 10000, 
    "ValidationOnly": false, 
    "HandleCollationDiff": false, 
    "RecordFailureDelayLimitInMinutes": 1, 
    "SkipLobColumns": false, 
    "ValidationPartialLobSize": 0, 
    "ValidationQueryCdcDelaySeconds": 0 
  }
} 
             

ターゲットメタデータのタスク設定
ターゲットメタデータ設定には、以下のものが含まれます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を
設定する方法については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。

• TargetSchema - ターゲットテーブルスキーマ名。このメタデータオプションが空の場合、ソーステー
ブルのスキーマが使用されます。AWS DMS は、ソーススキーマが定義されていない場合、ターゲッ
トデータベースの所有者プレフィックスをすべてのテーブルに自動的に追加します。このオプション
は、MySQL 型のターゲットエンドポイントでは空のままにする必要があります。

• LOB 設定 - ラージ オブジェクト (LOB) の管理方法を決定する設定。SupportLobs=true と設定した場
合、次のいずれかを true に設定する必要があります。
• FullLobMode – このオプションを true に設定した場合、 LobChunkSize オプションの値を入力し

ます。ターゲットにデータをレプリケートするときに使用する LOB チャンクサイズをキロバイト単位
で入力します。FullLobMode オプションは、LOB のサイズが大きい場合に最適ですが、ロードが遅
くなる傾向になります。LobChunkSizeの推奨値は 64 キロバイトです。64 KBLobChunkSize を超
える値を増やすと、タスクが失敗する可能性があります。

• InlineLobMaxSize - この値は、全ロード中にどの LOB AWS DMS がインライン転送するかを
決定します。小さな LOB は、ソーステーブルから探すよりも転送する方が効率的です。全ロード
中、AWS DMS はすべての LOB をチェックして、InlineLobMaxSize より小さい LOB にインライ
ン転送を実行します。AWS DMS は、InlineLobMaxSize を超えるすべての LOB を FullLobMode
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で転送します。のデフォルト値は 0InlineLobMaxSize で、範囲は 1 KB ～ 102400 KB (100 MB) で
す。ほとんどの LOB が InlineLobMaxSize で設定した値よりも小さいことがわかっている場合の
み、InlineLobMaxSize に値を指定します。

• LimitedSizeLobMode – このオプションを true に設定した場合、 LobMaxSize オプションの値を
入力します。個々の LOB の最大サイズをキロバイト単位で入力します。LobMaxSizeの最大推奨値は 
102400 KB (100 MB) です。

これらのタスクの LOB 設定を使用する条件の詳細については、「AWS DMS タスクのソースデータベー
スの LOB サポートの設定 (p. 522)」をご参照ください。また、個々のテーブルの LOB の管理を制御
できます。詳細については、「テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション (p. 565)」を参
照してください。

• LoadMaxFileSize — データのロードにカンマ区切り値 (.csv) ファイルの使用をサポートする 
MySQL、PostgreSQL、Amazon Redshift などの CSV ベースのターゲット エンドポイントのオプショ
ン。LoadMaxFileSizeは、.csv ファイルなどの保存されたアンロードデータのディスク上の最大サイ
ズを定義します。このオプションは、ターゲットのエンドポイント接続属性 maxFileSize より優先さ
れます。0 (このオプションが接続属性を上書きしないことを示します) から 100,000 KB までの値を指定
できます。

• BatchApplyEnabled - 各トランザクションを個別に適用するか、変更をバッチでコミットするかを決
定します。デフォルト値は false です。

BatchApplyEnabledがに設定されている場合true、DMS はソーステーブルにプライマリキー (PK) 
またはユニークキー (UK) を必要とします。ソーステーブルに PK または UK がないと、バッチ挿入のみ
が適用され、バッチ更新と削除は適用されません。

がに設定されているとtrue、BatchApplyEnabledはターゲットテーブルに一意制約と主キーがある限
り、AWS DMSエラーメッセージを生成します。がに設定されている場合、BatchApplyEnabled一意
制約と主キーの両方を持つターゲットテーブルはサポートされませんtrue。

BatchApplyEnabledが true に設定されAWS DMS、デフォルトのエラー処理ポリシーを持つテーブル
からデータエラーが発生すると、AWS DMSタスクは、 one-by-one 残りのテーブルのバッチモードか
らモードに切り替えます。この動作を変更するには、"SUSPEND_TABLE" の次のポリシーに対するアク
ションを タスク設定 JSON ファイルの "ErrorBehavior" グループ プロパティに設定できます:
• DataErrorPolicy
• ApplyErrorDeletePolicy
• ApplyErrorInsertPolicy
• ApplyErrorUpdatePolicy

"ErrorBehavior" のグループ プロパティの詳細については、AWS Database Migration Service タ
スク設定の指定 (p. 489) のタスク設定 JSON ファイル例をご参照ください。これらのポリシーを
"SUSPEND_TABLE" に設定した後、AWS DMS タスクは、それらを発生させるテーブルのデータエラー
を中断し、すべてのテーブルについてバッチモードで続行します。

BatchApplyEnabled パラメータを BatchApplyPreserveTransaction パラメータと併用すること
はできません。BatchApplyEnabled を true に設定すると、BatchApplyPreserveTransaction
パラメータがトランザクションの整合性を確認します。

BatchApplyPreserveTransaction を true に設定すると、トランザクションの整合性が保持さ
れ、バッチにはソースのトランザクション内のすべての変更が確実に含まれます。

BatchApplyPreserveTransaction を false に設定すると、パフォーマンスを向上させるためにト
ランザクションの整合性が一時的に失われることがあります。

BatchApplyPreserveTransaction パラメータは、Oracle ターゲットエンドポイントにのみ適用さ
れ、BatchApplyEnabled パラメータが true に設定されている場合に限り、適切に機能します。

LOB 列がレプリケーションに含まれる場合、制限された LOB モードのみで BatchApplyEnabled を使
用できます。
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変更データ キャプチャ (CDC) のロードでこれらの設定を使用する方法の詳細については、「変更処理
のチューニング設定 (p. 507)」をご参照ください。

• MaxFullLoadSubTasks— parallel ロードされるテーブルの最大数を示します。デフォルトは 8、最大
値は 49 です。

• ParallelLoadThreads- - 各テーブルをターゲットデータベースにロードするために AWS DMS が
使用するスレッドの数を指定します。このパラメータには、非 RDBMS ターゲットの最大値があり
ます。DynamoDB ターゲットの最大数は 200 です。Amazon Kinesis Data Streams、または Apache 
Kafka、Amazon OpenSearch Service ターゲットの最大値は 32 です。この上限を引き上げるように依
頼できます。 ParallelLoadThreads全負荷タスクに適用されます。個々のテーブルの並列ロードを
設定する詳細については、「テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション (p. 565)」をご参
照ください。

この設定は、以下のエンドポイントエンジンタイプに適用されます。
•
• DynamoDB
• Amazon Kinesis Data Streams
• Amazon MSK
• OpenSearch アマゾンサービス
• Amazon Redshift

AWS DMSParallelLoadThreads追加の接続属性として MySQL をサポートします。
ParallelLoadThreadsMySQL にはタスク設定としては適用されません。

• ParallelLoadBufferSizeターゲットにデータをロードするためにparallel ロードスレッドが使用す
る、バッファ内に保存するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 で
す。この設定は、現在、DynamoDB、Kinesis、Apache Kafka、 OpenSearch がターゲットの場合にの
み有効です。このパラメータを ParallelLoadThreads で使用します。1 つ以上のスレッドがある場
合にのみ ParallelLoadBufferSize が有効になります。個々のテーブルの並列ロードを設定する詳
細については、「テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション (p. 565)」をご参照くださ
い。

• ParallelLoadQueuesPerThread - 各同時スレッドがアクセスするキューの数を指定して、データレ
コードをキューから取り出し、ターゲットのバッチロードを生成します。デフォルトは 1 です。この設
定は、現在、Kinesis または Apache Kafka がターゲットの場合にのみ有効です。

• ParallelApplyThreads— データレコードを Amazon DocumentDB、Kinesis、Amazon 
MSK、Amazon MSK、Amazon MSK、Amazon Redshift ターゲットエンドポイントにプッシュするため
にデータレコードをプッシュするためにデータレコードをプッシュするためにアクセスする同時スレッ
ドの数を指定します。AWS DMS OpenSearchデフォルト値は 0 です。

この設定は CDC にのみ適用されます。この設定は [全ロードには適用されません。

この設定は、以下のエンドポイントエンジンタイプに適用されます。
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)
• Amazon Kinesis Data Streams
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
• OpenSearch アマゾンサービス
• Amazon Redshift

• ParallelApplyBufferSize— CDC ロード中に同時スレッドが Amazon DocumentDB、Amazon 
MSK、Amazon MSK、Amazon Redshift ターゲットエンドポイントにプッシュする場合に 
OpenSearch、各バッファキューに保存するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 100 で
す。このオプションは、ParallelApplyThreads が複数のスレッドを指定する場合に使用します。
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• ParallelApplyQueuesPerThread— 各スレッドがキューからデータレコードを取り出し、CDC 中に 
Amazon DocumentDB、Amazon MSK、Amazon MSK、Amazon Redshift エンドポイントのバッチロー
ドを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。 OpenSearchデフォルト値は 1 です。

全ロードタスク設定
全ロード設定には、以下のものが含まれます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法
については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。

• 全ロードセットアップ時にターゲットのロードを処理する方法を指定するに
は、TargetTablePrepMode オプションに次のいずれかの値を指定します。
• DO_NOTHING - 既存のターゲットテーブルのデータとメタデータには影響しません。
• DROP_AND_CREATE - 既存のテーブルが削除され、新しいテーブルがその場所に作成されます。
• TRUNCATE_BEFORE_LOAD - テーブルメタデータに影響を与えずにデータが切り捨てられます。

• 全ロードが完了するまでプライマリ キーや一意のインデックスの作成を遅らせるに
は、CreatePkAfterFullLoad オプションを true に設定します。

• 全ロードタスクと CDC が有効なタスクの場合、次の Stop task after full load completes の
オプションを設定できます。
• StopTaskCachedChangesApplied – このオプションを true に設定し、全ロードが完了して

キャッシュされた変更が適用された後にタスクを停止します。
• StopTaskCachedChangesNotApplied – キャッシュされた変更が適用される前にタスクを停止す

るには、このオプションを true に設定します。
• 並行してロードするテーブルの最大数を指定するには、MaxFullLoadSubTasks オプションを設定し

ます。デフォルトは 8、最大値は 49 です。
• ParallelLoadThreadsオプションを設定して、データレコードをターゲットエンドポイントにプッ

シュするために DMS がフルロードプロセス中に採用する同時スレッド数を指定します。0 がデフォルト
値 (0) です。

Important

MaxFullLoadSubTasksparallel ロードされるテーブルまたはテーブルセグメントの数
を制御します。 ParallelLoadThreadsマイグレーションタスクがロードをparallel 
実行するために使用するスレッド数を制御します。これらの設定は乗法です。そのた
め、全負荷タスク中に使用されるスレッドの総数は、の値にMaxFullLoadSubTasks
(ParallelLoadThreads*)ParallelLoadThreads  の値を掛けた結果とほぼ同じになりま
すMaxFullLoadSubtasks)。
Full Load サブタスクの数が多く、parallel ロードスレッドの数が多いタスクを作成すると、そ
のタスクが大量のメモリを消費して失敗する可能性があります。

• 全ロードオペレーションを開始する前に、AWS DMS がトランザクションのクローズを待機す
る秒数を設定できます。これを行うには、タスクの開始時にトランザクションが開いている場合
は、TransactionConsistencyTimeout オプションを設定します。デフォルト値は 600 (10 分) で
す。AWS DMS は、開いているトランザクションがある場合でも、タイムアウト値に到達すると全ロー
ドを開始します。 full-load-only タスクは 10 分待たずに、すぐに開始します。

• 一括転送可能なレコードの最大数を指定するには、CommitRate オプションを設定します。デフォルト
値は 10000 で、最大値は 50000 です。

タイムトラベルタスク設定
レプリケーションタスクのログとデバッグには、AWS DMS Time Travel を使用できます。この方法で
は、Amazon S3 を使用してログを保存し、暗号化キーを使用して暗号化します。Time Travel S3バケット
にアクセスできる場合にのみ、日時フィルターを使用してS3ログを取得し、必要に応じてログを表示、ダ
ウンロード、難読化できます。これにより、安全に「時間を遡って」データベースのアクティビティを調

496



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
タスク設定

査できます。 CloudWatch タイムトラベルはロギングとは独立して機能します。 CloudWatch ロギングの
詳細については、を参照してくださいロギングタスク設定 (p. 501)。

タイムトラベルは、オラクル、Microsoft SQL Server、PostgreSQLのソースエンドポイント、AWSAWS 
DMSおよびサポートされているPostgreSQLとMySQLのターゲットエンドポイントがあるすべてのリー
ジョンで使用できます。AWS DMSTime Travel は、全ロードと変更データキャプチャ (CDC) タスクと 
CDC のみのタスクでのみ有効にできます。タイムトラベルを有効にしたり、既存のタイムトラベル設定を
変更したりするには、レプリケーションタスクが停止していることを確認してください。

タイムトラベルの設定には、TTSettings次のプロパティが含まれます。

• EnableTT— このオプションをに設定するとtrue、タスクの Time Travel ロギングが有効になります。
デフォルト値は false です。

タイプ: ブール

必須: いいえ
• EncryptionMode— S3 バケットでデータやログを保存するために使用されているサーバー側の暗号化

のタイプ。"SSE_S3"(デフォルト) またはのいずれかを指定できます"SSE_KMS"。

EncryptionModeをに変更できますが"SSE_S3"、その逆は変更できません。"SSE_KMS"

型: 文字列

必須: いいえ
• ServerSideEncryptionKmsKeyId—"SSE_KMS" を指定する場合はEncryptionMode、AWS KMS

カスタム管理キーの ID を指定します。使用するキーに、AWS Identity and Access Management (IAM) 
ユーザーアクセス権限を有効にし、キーの使用を許可するポリシーがアタッチされていることを確認し
てください。

"SSE_KMS"このオプションでは、独自のカスタム管理対称 KMS キーのみがサポートされます。

型: 文字列

必須:EncryptionModeに設定した場合のみ"SSE_KMS"

• ServiceAccessRoleArn— サービスが IAM ロールにアクセスするために使用する Amazon リソース
ネーム (ARN)。ロール名をに設定しますdms-tt-s3-access-role。この設定は、AWS DMS S3バ
ケットからオブジェクトを読み書きできるようにするために必要です。

型: 文字列

必須:タイムトラベルがオンになっている場合

以下に示しているのは、このロールのポリシーの例です。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:Decrypt", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::S3bucketName*", 
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                "arn:aws:kms:us-east-1:112233445566:key/1234a1a1-1m2m-1z2z-
d1d2-12dmstt1234" 
            ] 
        } 
    ]
}

このロールの信頼ポリシーの例を次に示します。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
         { 
             "Effect": "Allow", 
             "Principal": { 
                 "Service": [ 
                     "dms.amazonaws.com" 
                 ] 
             }, 
             "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

• BucketName— タイムトラベルログを保存する S3 バケットの名前。Time Travel ログをオンにする前
に、必ずこの S3 バケットを作成してください。

型: 文字列

必須:タイムトラベルがオンになっている場合
• BucketFolder— S3バケット内のフォルダ名を設定するオプションのパラメー

タ。このパラメータを指定すると、DMS はパスに Time Travel ログを作成しま
す"/BucketName/BucketFolder/taskARN/YYYY/MM/DD/hh"。このパラメータを指定しない
場合、AWS DMSデフォルトのパスがとして作成されます"/BucketName/dms-time-travel-
logs/taskARN/YYYY/MM/DD/hh。

型: 文字列

必須: いいえ
• EnableDeletingFromS3OnTaskDelete— このオプションをに設定するとtrue、AWS DMSタスク

が削除された場合に S3 から Time Travel ログが削除されます。デフォルト値は false です。

型: 文字列

必須: いいえ
• EnableRawData— このオプションをに設定するとtrue、タイムトラベルログのデータ操作言語 (DML) 

ローデータが Time Travelraw_data ログの列の下に表示されます。詳細については、を参照してくだ
さいタイムトラベルログの使用 (p. 501)。デフォルト値は false です。このオプションをに設定する
とfalse、DML のタイプのみがキャプチャされます。

型: 文字列

必須: いいえ
• RawDataFormat—AWS DMS バージョン 3.5.0 以降では、whenEnableRawDatatrue がに設定されて

います。このプロパティは、Time Travel ログ内の DML の未加工データの形式を指定し、次のように表
示できます。
• "TEXT"— CDCRaw 中にフィールドとしてキャプチャされた DML イベントの解析済みで読み取り可

能な列名と値。
• "HEX"— CDC 中の DML イベントでキャプチャされた列名と値の元の 16 進数。
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このプロパティは Oracle および Microsoft SQL Server データベースソースに適用されます。

型: 文字列

必須: いいえ
• OperationsToLog— Time Travel ログに記録する DML 操作のタイプを指定します。以下のいずれかを

指定できます。
• "INSERT"
• "UPDATE"
• "DELETE"
• "COMMIT"
• "ROLLBACK"
• "ALL"

デフォルトは "ALL" です。

型: 文字列

必須: いいえ
• MaxRecordSize— 行ごとに記録される Time Travel ログレコードの最大サイズを指定します。このプ

ロパティを使用すると、特に混雑するテーブルのタイムトラベルログの量を制御できます。デフォルト
は 64 KB です。

タイプ: 整数

必須: いいえ

Time Travel Logs を有効にし、使用する方法の詳細については、以下のトピックを参照してください。

トピック
• タスクのタイムトラベルログを有効にする (p. 499)
• タイムトラベルログの使用 (p. 501)
• タイムトラベルログを S3AWS DMS にアップロードする頻度 (p. 501)

タスクのタイムトラベルログを有効にする
前述のタスク設定を使用して、AWS DMSタスクの Time Travel を有効にできます。Time Travel を有効に
する前に、レプリケーションタスクが停止していることを確認してください。

を使用してタイムトラベルを有効にするにはAWS CLI

1. DMS タスク設定 JSON ファイルを作成し、TTSettings次のようなセクションを追加します。タス
ク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参
照ください。

 . 
 . 
 . 
    },
"TTSettings" : { 
  "EnableTT" : true, 
  "TTS3Settings": { 
      "EncryptionMode": "SSE_KMS", 
      "ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:112233445566:key/
myKMSKey", 
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      "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::112233445566:role/dms-tt-s3-access-role", 
      "BucketName": "myttbucket", 
      "BucketFolder": "myttfolder", 
      "EnableDeletingFromS3OnTaskDelete": false 
    }, 
  "TTRecordSettings": { 
      "EnableRawData" : true, 
      "OperationsToLog": "DELETE,UPDATE", 
      "MaxRecordSize": 64 
    }, 
 . 
 . 
 .  
                             

2. 適切なタスクアクションで、--replication-task-settingsオプションを使用してこの JSON 
ファイルを指定します。たとえば、以下の CLI コードフラグメントでは、この Time Travelcreate-
replication-task 設定ファイルをの一部として指定しています。

aws dms create-replication-task  
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:112233445566:endpoint:ELS5O7YTYV452CAZR2EYBNQGILFHQIFVPWFRQAY \
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:112233445566:endpoint:HNX2BWIIN5ZYFF7F6UFFZVWTDFFSMTNOV2FTXZA \
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:112233445566:rep:ERLHG2UA52EEJJKFYNYWRPCG6T7EPUAB5AWBUJQ \
--migration-type full-load-and-cdc --table-mappings 'file:///FilePath/mappings.json' \
--replication-task-settings 'file:///FilePath/task-settings-tt-enabled.json' \
--replication-task-identifier test-task 
                            . 
                            . 
                            . 
                             

ここで、この Time Travel 設定ファイルの名前はですtask-settings-tt-enabled.json。

同様に、modify-replication-taskこのファイルをアクションの一部として指定できます。

以下のタスクアクションでは、タイムトラベルログが特別に処理されることに注意してください。

• start-replication-task— レプリケーションタスクを実行したときに、Time Travel に使用される 
S3 バケットにアクセスできない場合、FAILEDタスクにはというマークが付きます。

• stop-replication-task— タスクが停止すると、レプリケーションインスタンスで現在利用可能な
すべてのTime Travelログを、TimeAWS DMS Travelに使用されているS3バケットにすぐにプッシュしま
す。

レプリケーションタスクの実行中は、EncryptionMode"SSE_KMS""SSE_S3"値をからに変更できます
が、その逆は変更できません。

進行中のタスクの Time Travel ログのサイズが 1 GB を超えると、DMS はそのサイズに達してから 5 分
以内にログを S3 にプッシュします。タスクの実行後、S3 バケットまたは KMS キーにアクセスできな
くなると、DMS はこのバケットへのログのプッシュを停止します。ログが S3 バケットにプッシュされ
ていない場合は、S3AWS KMS と権限を確認してください。DMS がこれらのログを S3 にプッシュする
頻度の詳細については、を参照してくださいタイムトラベルログを S3AWS DMS にアップロードする頻
度 (p. 501)。

コンソールから既存のタスクの Time Travel を有効にするには、タスク設定の JSONTTSettings エディ
ターオプションを使用してセクションを追加します。
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タイムトラベルログの使用

タイムトラベルログファイルは、以下のフィールドを含むコンマ区切り値 (CSV) ファイルです。

log_timestamp  
component  
dms_source_code_location  
transaction_id  
event_id  
event_timestamp  
lsn/scn  
primary_key
record_type  
event_type  
schema_name  
table_name  
statement  
action  
result  
raw_data

タイムトラベルのログが S3 で利用可能になったら、Amazon Athena などのツールで直接アクセスしてク
エリを実行できます。または、S3 のファイルと同じようにログをダウンロードできます。

次の例は、mytableというテーブルのトランザクションが記録される Time Travel ログを示しています。
以下のログの行末は、読みやすくするために追加されています。

"log_timestamp ","tt_record_type","dms_source_code_location ","transaction_id",
"event_id","event_timestamp","scn_lsn","primary_key","record_type","event_type",
"schema_name","table_name","statement","action","result","raw_data"
"2021-09-23T01:03:00:778230","SOURCE_CAPTURE","postgres_endpoint_wal_engine.c:00819",
"609284109","565612992","2021-09-23 01:03:00.765321+00","00000E9C/D53AB518","","DML",
"UPDATE (3)","dmstest","mytable","","Migrate","","table dmstest.mytable:
UPDATE: id[bigint]:2244937 phone_number[character varying]:'phone-number-482'
age[integer]:82 gender[character]:'f' isactive[character]:'true '  
date_of_travel[timestamp without time zone]:'2021-09-23 01:03:00.76593'  
description[text]:'TEST DATA TEST DATA TEST DATA TEST DATA'"

タイムトラベルログを S3AWS DMS にアップロードする頻度

レプリケーションインスタンスのストレージ使用量を最小限に抑えるため、Time TravelAWS DMS ログを
定期的にオフロードします。

タイムトラベルログは、以下の場合に Amazon S3 バケットにプッシュされます。

• 現在のログサイズが 1 GB を超える場合は、5 分以内にログを S3AWS DMS にアップロードします。そ
のため、AWS KMS実行中のタスクごとに、1 時間に 12 回まで S3AWS DMS を呼び出すことができま
す。

• AWS DMSは、ログのサイズに関係なく、1 時間ごとにログを S3 にアップロードします。
• タスクが停止すると、AWS DMSすぐにタイムトラベルログを S3 にアップロードします。

ロギングタスク設定
ロギング機能は、移行プロセス中に Amazon CloudWatch を使用して情報をログします。ロギングタスク
設定を使用して、記録するコンポーネントアクティビティと、ログに書き込まれる情報量を指定できま
す。ログ記録タスク設定は JSON ファイルに書き込まれます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定
を設定する方法については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。
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CloudWatch ロギングは、いくつかの方法で有効にできます。移行タスクを作成するときに、AWS 
Management Console で EnableLogging オプションを選択できます。または、AWS DMS API を使用し
てタスクを作成するときに EnableLogging オプションを true に設定できます。さらに、タスク設定の
ロギングセクションの JSON で "EnableLogging": true を指定することもできます。

CloudWatch はAWS Identity and Access Management (IAM) と連携して、 CloudWatchAWSアカウント
のユーザーが実行できるアクションを指定できるようにしています。での IAM の操作の詳細については 
CloudWatch、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon の ID とアクセス管理」 CloudWatch と
「Amazon CloudWatch API 呼び出しのロギング」を参照してください。

タスクログを削除するには、タスク設定のログ記録セクションの JSON で DeleteTaskLogs を true に設
定します。

以下のタイプのイベントのログ記録を指定できます。

• FILE_FACTORY— ファイルファクトリは、バッチ適用とバッチロードに使用されるファイルを管理
し、Amazon S3 エンドポイントを管理します。

• METADATA_MANAGER— メタデータマネージャは、レプリケーション中のソースとターゲットのメタ
データ、パーティショニング、テーブルの状態を管理します。

• SORTER— は、SORTERSOURCE_CAPTUREプロセスから受信したイベントを受信します。イベン
トはトランザクションでバッチ処理され、TARGET_APPLYサービスコンポーネントに渡されま
す。SOURCE_CAPTUREプロセスで生成されるイベントが、TARGET_APPLYコンポーネントが処理でき
る速度よりも速い場合、SORTERコンポーネントはバックログされたイベントをディスクまたはスワッ
プファイルにキャッシュします。キャッシュされたイベントは、レプリケーションインスタンスのスト
レージ不足の一般的な原因です。

SORTERサービスコンポーネントは、キャッシュされたイベントを管理し、CDC 統計を収集し、タスク
遅延を報告します。

• SOURCE_CAPTURE— 進行中のレプリケーション（CDC）データは、ソースデータベースまたはサービ
スからキャプチャされ、SORTER サービスコンポーネントに渡されます。

• SOURCE_UNLOAD— データが全ロード中にソースデータベースまたはサービスからアンロードされま
す。

• TABLES_MANAGER— テーブルマネージャーは、キャプチャされたテーブルを追跡し、テーブル移行の
順序を管理し、テーブル統計を収集します。

• TARGET_APPLY— データおよびデータ定義言語 (DDL) ステートメントがターゲットデータベースに適
用されます。

• TARGET_LOAD— データがターゲットデータベースにロードされます。
• TASK_MANAGER— タスクマネージャーは、実行中のタスクを管理し、タスクをサブタスクに分割

parallel データ処理を行います。
• TRANSFORMATION— テーブルマッピング変換イベント。詳細については、「テーブルマッピングを使

用して、タスクの設定を指定する (p. 534)」を参照してください。
• VALIDATOR/ VALIDATOR_EXT—VALIDATOR サービスコンポーネントは、データがソースから

ターゲットに正確に移行されたことを確認します。詳細については、「[Data validation] (データ検
証) (p. 631)」を参照してください。

次のロギングコンポーネントでは、LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUGログの重要度レベルを使用す
ると大量のログが生成されます。

• COMMON
• ADDONS
• DATA_STRUCTURE
• COMMUNICATION
• FILE_TRANSFER
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• FILE_FACTORY

トラブルシューティング中DEFAULT、これらのコンポーネントではほとんど必要とされない以外のロギン
グレベルです。AWSSupport から特に要求がない限り、DEFAULTこれらのコンポーネントのロギングレベ
ルをから変更することはお勧めしません。

上記の 1 つを指定した後、次のリストに示すように、ログに記録される情報の量を指定できます。

緊急度のレベルは、情報の最低レベルから最高レベルの順に並んでいます。高いレベルには、必ず低いレ
ベルの情報が含まれています。

• LOGGER_SEVERITY_ERROR(ロガーエラー重度) - エラー メッセージがログに書き込まれます。
• LOGGER_SEVERITY_WARNING(ロガーエラー警告) - 警告とエラー メッセージがログに書き込まれま

す。
• LOGGER_SEVERITY_INFO(ロガーエラー情報) - 情報メッセージ、警告、エラー メッセージがログに書

き込まれます。
• LOGGER_SEVERITY_DEFAULT(ロガーデフォルト重度) - 情報メッセージ、警告、エラー メッセージが

ログに書き込まれます。
• LOGGER_SEVERITY_DEBUG(ロガーデバッグ重度) - デバッグ メッセージ、情報メッセージ、警告、エ

ラーメッセージがログに書き込まれます。
• LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUG(ロガー詳細デバッグ重度) - すべての情報がログに書き込ま

れます。

次の JSON の例は、すべてのアクションと緊急度のレベルを記録するためのタスク設定を示しています。

… 
  "Logging": { 
    "EnableLogging": true, 
    "LogComponents": [ 
      { 
        "Id": "FILE_FACTORY", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
      },{ 
        "Id": "METADATA_MANAGER", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
      },{ 
        "Id": "SORTER", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
      },{ 
        "Id": "SOURCE_CAPTURE", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
      },{ 
        "Id": "SOURCE_UNLOAD", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
      },{ 
        "Id": "TABLES_MANAGER", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
      },{ 
        "Id": "TARGET_APPLY", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
      },{ 
        "Id": "TARGET_LOAD", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_INFO" 
      },{ 
        "Id": "TASK_MANAGER", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEBUG" 
      },{ 
        "Id": "TRANSFORMATION", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEBUG" 
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      },{ 
        "Id": "VALIDATOR", 
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
      } 
    ], 
    "CloudWatchLogGroup": null, 
    "CloudWatchLogStream": null 
  },  
…

制御テーブルタスク設定
コントロールテーブルは、AWS DMS タスクに関する情報を提供します。また、現在の移行タスクと今
後のタスクの両方を計画および管理するために使用できる有益な統計情報も提供します。これらのタス
ク設定を JSON ファイルか、AWS DMS コンソールの[Create task] (タスクの作成) ページで[Advanced 
Settings] (詳細設定) を選択して適用することができます。[Apply Exceptions] (例外を適用)] テーブル 
(dmslogs.awsdms_apply_exceptions) は常にデータベース ターゲットで作成されます。タスク設定
ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照くださ
い。

全ロードタスクと CDC（既存データの移行あらに進行中変更のレプリケーション）タスクと CDC のみ
（データ変更のみレプリケーション）タスクでは、以下の内容を含むテーブルを追加することもできま
す：

• [Replication Status (dmslogs.awsdms_status)] (レプリケーションステータス (dmslogs.awsdms_status)) 
- このテーブルは、現在のタスクに関する詳細を提供します。これには、タスクステータス、タスクに
より消費されるメモリの量、まだターゲットに適用されていない変更の数が含まれます。このテーブ
ルは、AWS DMS が現在読み取っているソースデータベース内の位置も示します。タスクの全ロード
フェーズあるいはデータ キャプチャの変更 (CDC) についても表示します。

• [Suspended Tables (dmslogs.awsdms_suspended_tables)] (停止済みテーブル 
(dmslogs.awsdms_suspended_tables)) - このテーブルは、停止済みテーブルのリストと、停止理由を示
します。

• [Replication History (dmslogs.awsdms_history)] (レプリケーション履歴 (dmslogs.awsdms_history)) - こ
のテーブルは、レプリケーション履歴に関する情報を提供します。この情報には、タスク中に処理され
たレコードの数とボリューム、CDC タスク終了時のレイテンシー、およびその他の統計情報などが含ま
れています。

例外適用テーブル dmslogs.awsdms_apply_exceptions には、以下のパラメータが含まれます。

Column 型 説明

TASK_NAME nvchar AWS DMSタスクのリソース ID。リ
ソース ID は [の ARN にあります。

TABLE_OWNER nvchar テーブルの所有者。

TABLE_NAME nvchar テーブルの名前。

ERROR_TIME timestamp 時間例外 (エラー) が発生しました。

STATEMENT nvchar エラーが発生したときに実行された
ステートメント。

ERROR nvchar エラーの名前と説明。

レプリケーションステータステーブル (dmslogs.awsdms_status) には、タスクの現在のステータスと
ターゲットのデータベースが含まれます。これには、次の設定があります。
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Column 型 説明

SERVER_NAME nvchar レプリケーションタスクを実行して
いるマシンの名前。

TASK_NAME nvchar AWS DMSタスクのリソース ID。リ
ソース ID は [の ARN にあります。

TASK_STATUS varchar 次のいずれかの値になります。

• FULL LOAD
• CHANGE PROCESSING (CDC)

全ロードされているテーブルが少な
くとも 1 つある限り、タスクのス
テータスを FULL LOAD と設定しま
す。CDC が有効化されている場合、
すべてのテーブルがロードされた
後、タスクステータスは CHANGE 
PROCESSING に変更します。

STATUS_TIME timestamp タスクの状態のタイムスタンプ。

PENDING_CHANGES int ターゲットに適用されなかった変更
レコード数。

DISK_SWAP_SIZE int 古い、またはオフロードされたトラ
ンザクションにより使用されるディ
スク領域の量。

TASK_MEMORY int 使用されている現在のメモリを MB 
で表示。

SOURCE_CURRENT

_POSITION

varchar AWS DMS が現在読み取っている
ソースデータベースの位置。

SOURCE_CURRENT

_TIMESTAMP

timestamp AWS DMS が現在読み取っている
ソースデータベースのタイムスタン
プ。

SOURCE_TAIL

_POSITION

varchar 最も以前に起動された完了していな
いトランザクションの位置。この値
は、すべての変更を失わずに返すこ
とができる最も新しい位置を示しま
す。

SOURCE_TAIL

_TIMESTAMP

timestamp 最も以前に起動された完了していな
いトランザクションのタイムスタン
プ。この値は、すべての変更を失わ
ずに返すことができる最も新しいタ
イムスタンプを示します。

SOURCE_TIMESTAMP

_APPLIED

timestamp 最新の完了したトランザクションの
タイムスタンプ。一括適用のプロセ
スでは、この値はバッチ内の最新ト
ランザクション完了のタイムスタン
プの値を示します。
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Suspended テーブル (dmslogs.awsdms_suspended_tables) には次のパラメータが含まれます。

Column 型 説明

SERVER_NAME nvchar レプリケーションタスクを実行して
いるマシンの名前。

TASK_NAME nvchar AWS DMSタスクの名前

TABLE_OWNER nvchar テーブルの所有者。

TABLE_NAME nvchar テーブルの名前。

SUSPEND_REASON nvchar 停止の理由。

SUSPEND_TIMESTAMP timestamp 中断が行われた時刻。

レプリケーション履歴テーブル (dmslogs.awsdms_history) には、以下のパラメータが含まれます。

Column 型 説明

SERVER_NAME nvchar レプリケーションタスクを実行して
いるマシンの名前。

TASK_NAME nvchar AWS DMSタスクのリソース ID。リ
ソース ID は [の ARN にあります。

TIMESLOT_TYPE varchar 次のいずれかの値になります。

• FULL LOAD
• CHANGE PROCESSING (CDC)

タスクが全ロードと CDC の両方を実
行している場合、2 つの履歴レコー
ドがタイムスロットに書き込まれま
す。

TIMESLOT timestamp タイムスロットのタイムスタンプ終
了。

TIMESLOT_DURATION int タイムスロットの時間 (分単位)。

TIMESLOT_LATENCY int タイムスロットの終了時のでター
ゲットレイテンシー (秒単位)。この
値は CDC タイムスロットにのみ適用
されます。

RECORDS int タイムスロット中に処理されるレ
コード数。

TIMESLOT_VOLUME int 処理されるデータ量を MB で 表示。

[Validation Failure](検証失敗)テーブル (awsdms_validation_failures_v1) には、タスクのすべての
データ検証の障害が含まれます。詳細については、「データ検証のトラブルシューティング (p. 636)」を
ご参照ください。

追加の制御テーブル設定には、以下のものが含まれます。
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• HistoryTimeslotInMinutes - [Replication History](レプリケーション履歴) テーブルにおける各タイ
ムスロットの長さを指定するには、このオプションを使用します。デフォルトは 5 分です。

• ControlSchema – AWS DMS のターゲット制御テーブル用データベーススキーマ名を指定するには、
このオプションを使用します。このオプションに情報を入力しない場合、テーブルは次の表のとおり
データベースのデフォルトの場所にコピーされます。
• PostgreSQL、Public
• Oracle、ターゲットスキーマ
• Microsoft SQL Server、ターゲットデータベースの dbo
• MySQL、awsdms_control
• MariaDB、awsdms_control
• Amazon Redshift、公開
• DynamoDB、データベースに個別のテーブルとして作成

ストリームバッファタスク設定
以下のような AWS CLI を使用して、以下のようなストリーム バッファを設定できます。タスク設定ファ
イルを使用してタスク設定を設定する方法については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。

• StreamBufferCount - 移行タスクのデータストリームバッファの数を指定するには、このオプション
を指定します。デフォルトストリームバッファの数は 3 です。この設定の値を大きくすると、データ抽
出速度が上昇する可能性があります。ただし、このパフォーマンス向上は、レプリケーションサーバー
のソースシステムやインスタンスクラスなど、移行環境に大きく依存します。ほとんどの場合はデフォ
ルトで十分です。

• StreamBufferSizeInMB - 各データストリームバッファの最大サイズを指定するには、このオプ
ションを使用します。デフォルトサイズは 8 MB です。非常に大きい LOB を使用する場合、このオプ
ションの値を大きくする必要がある場合があります。また、ストリームバッファサイズが不十分であ
ることを示すメッセージがログファイルに記録されている場合も、この値を大きくする必要がある可
能性があります。このオプションのサイズを計算するときは、 [Max LOB size (or LOB chunk 
size)]*[number of LOB columns]*[number of stream buffers]*[number of tables 
loading in parallel per task(MaxFullLoadSubTasks)]*3 式を使用できます。

• CtrlStreamBufferSizeInMB - 制御ストリーム バッファのサイズを設定するには、このオプションを
使用します。値は MB 単位で、1 ～ 8 が使用できます。デフォルト値は 5 です。かなり多くのテーブル 
(数万のテーブルなど) を使用している場合、状況によってはこの値を大きくする必要があります。

変更処理のチューニング設定
以下の設定により、AWS DMS が変更データキャプチャ (CDC) 中にターゲットテーブルの変更を処理する
方法が決まります。これらの設定のいくつかは、ターゲットメタデータパラメータ BatchApplyEnabled
の値によって異なります。BatchApplyEnabled パラメータの詳細については、「ターゲットメタデータ
のタスク設定 (p. 493)」をご参照ください。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法に
ついては、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。

変更処理のチューニング設定には、以下のものが含まれます。

以下の設定は、ターゲットメタデータパラメータ BatchApplyEnabled を true に設定している場合に
のみ適用されます。

• BatchApplyPreserveTransaction – true に設定すると、トランザクションの整合性が保持され、
必ずバッチにはソースからのトランザクション内のすべての変更が含まれます。デフォルト値は true
です。この設定は、Oracle ターゲットエンドポイントにのみ適用されます。
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false に設定すると、パフォーマンスを向上させるためにトランザクションの整合性が一時的に失われ
ることがあります。ソースからのトランザクション内のすべての変更が 1 バッチでターゲットに適用さ
れるとは限りません。

デフォルトでは、AWS DMS は、トランザクションの完全性を維持するトランザクションモードで変更
を処理します。トランザクションの完全性を一時的に失効できる場合は、代わりに [最適化バッチ] オプ
ションを使用できます。このオプションでは、効率的にトランザクションがグループ化され、効率化の
ためにバッチに適用します。バッチ最適化適用オプションを使用すると、ほとんどの場合、参照整合性
の制約に違反します。そのため、移行プロセス中にこれらの制約をオフにし、カットオーバー プロセス
の一環として再度オンにすることをお勧めします。

• BatchApplyTimeoutMin - バッチ変更の各適用間で AWS DMS が待機する最短時間 (秒) を設定しま
す。デフォルト値は 1 です。

• BatchApplyTimeoutMax - バッチ変更の各適用間でタイムアウトになるまでに AWS DMS が待機する
最長時間 (秒) を設定します。デフォルト値は 30 です。

• BatchApplyMemoryLimit – [Batch optimized apply mode] (最適化バッチ適用モード) での前処理に使
用されるメモリの最大量 (MB) を設定します。デフォルト値は 500 です。

• BatchSplitSize - 1 つのバッチに適用される変更の最大数を設定します。デフォルト値 0 は、適用さ
れる制限がないことを意味します。

以下の設定は、ターゲットメタデータパラメータ BatchApplyEnabled を false に設定している場合に
のみ適用されます。

• MinTransactionSize - 各トランザクションに含める変更の最小数を設定します。デフォルト値は 
1000 です。

• CommitTimeout – タイムアウト宣言までの AWS DMS によるトランザクション バッチ収集の最長時間 
(秒) を設定します。デフォルト値は 1 です。

双方向レプリケーションの場合、次の設定は、BatchApplyEnabledターゲットメタデータパラメータが
に設定されている場合にのみ適用されますfalse。

• LoopbackPreventionSettings – これらの設定により、双方向レプリケーションに関係するタスク
のペアで進行中の各レプリケーション タスクのループバックを阻止します。ループバック防止は、双方
向レプリケーションの両方向で同一の変更が適用されてデータが破損するのを防ぎます。双方向レプリ
ケーションの詳細については、「双方向レプリケーションの実行 (p. 527)」をご参照ください。

AWS DMS は、トランザクションがソース、ターゲット、またはその両方に完全にコミットされるまで、
トランザクションデータをメモリに保持しようとします。ただし、割り当てたメモリより大きいトランザ
クションや、指定した制限時間内にコミットされないトランザクションは、ディスクに書き込まれます。

以下の設定は、変更処理のモードに関係なく、変更処理のチューニングに適用されます。

• MemoryLimitTotal - すべてのトランザクションがディスクに書き込まれるまでにメモリで占有可能な
最大サイズ (MB) を設定します。デフォルト値は 1024 です。

• MemoryKeepTime - 各トランザクションがディスクに書き込まれるまでにメモリに保持できる最長時間 
(秒) を設定します。この期間は、AWS DMS がトランザクションのキャプチャを開始した時間から計算
されます。デフォルト値は 60 です。

• StatementCacheSize - ターゲットに変更を適用するときに、後で実行するためにサーバーに保存す
る準備済みステートメントの最大数を設定します。デフォルト値は 50 です。最大値は 200 です。

変更処理チューニングを処理するタスク設定がタスク設定 JSON ファイルにどのように表示されるかの例
を以下に示します。
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"ChangeProcessingTuning": { 
        "BatchApplyPreserveTransaction": true, 
        "BatchApplyTimeoutMin": 1, 
        "BatchApplyTimeoutMax": 30, 
        "BatchApplyMemoryLimit": 500, 
        "BatchSplitSize": 0, 
        "MinTransactionSize": 1000, 
        "CommitTimeout": 1, 
        "MemoryLimitTotal": 1024, 
        "MemoryKeepTime": 60, 
        "StatementCacheSize": 50
}                    
                 

データ レプリケーション タスク中に Amazon S3 ターゲットへの書き込みの頻度を制御するに
は、cdcMaxBatchInterval と cdcMinFileSize の追加接続属性を設定することができます。これ
により、追加のオーバーヘッド オペレーションなしでデータを分析する際のパフォーマンスが向上しま
す。詳細については、「AWS DMS のターゲットとして Amazon S3を使用する場合のエンドポイントの設
定 (p. 382)」をご参照ください。

データ検証タスクの設定
データがソースからターゲットに正確に移行されたことを確認できます。タスクの検証を有効にする
と、AWS DMS は、テーブルに対して全ロードが実行された後で、ソースデータとターゲットデータの比
較をすぐに開始します。タスクのデータ検証の詳細、要件、データベースサポートのスコープ、レポート
するメトリクスについては、「AWS DMS データ検証 (p. 631)」をご参照ください。タスク設定ファイル
を使用してタスク設定を設定する方法については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。

データの検証設定およびその値には、以下のものが含まれます。

• EnableValidation - true に設定すると、データの検証を有効にします。それ以外の場合は、タスクの
検証が無効になります。デフォルト値は false です。

• ValidationMode— DMS がターゲットテーブルのデータをソーステーブルと照合する方法を制御しま
す。 AWS DMSこの設定は、future 拡張性のために用意されています。現在、デフォルトでのみ有効な
値は ROW_LEVEL です。AWS DMSは、ソーステーブルとターゲットテーブル間のすべての行を検証し
ます。

• FailureMaxCount - タスク検証が停止する前に、検証を失敗できるレコードの最大数を指定します。
デフォルト値は 10,000 です。検証に失敗するレコードの数に関係なく検証を継続するには、この値を
ソースのレコード数より大きく設定します。

• HandleCollationDiff-このオプションをに設定するとtrue、検証において比較するソースレコード
とターゲットレコードが識別されると、PostgreSQL と Microsoft SQL Server エンドポイントでの列照
合の違いが考慮されます。それ以外の場合は、このような列照合の違いは検証で無視されます。列の照
合は行の順序を指定でき、データ検証にとってはとても重要となります。HandleCollationDiff を 
true に設定すると、この照合の違いを自動的に解決し、データ検証における誤検出を防ぎます。デフォ
ルト値は false です。

• RecordFailureDelayInMinutes – 検証障害の詳細を報告する前に遅延を分単位で指定します。
• RecordFailureDelayLimitInMinutes - 検証障害の詳細を報告する前に遅延を指定します。通常の

場合、AWS DMS はターゲットに変更行う際の実際の遅延を認識するタスクレイテンシーを使用して、
誤検出を防ぎます。この設定は実際の遅延値を上書きし、すべての検証メトリクスを報告する前のより
長い遅延の設定を有効にします。デフォルト値は 0 です。

• RecordSuspendDelayInMinutes - FailureMaxCount で設定されたエラーしきい値のため、テーブ
ル検証が中断されるまでの遅延時間を分単位で指定します。

• SkipLobColumns — このオプションが true に設定されている場合,AWS DMS は、タスク検証のテー
ブルの部分にあるすべての LOB 列のデータ検証をスキップします。デフォルト値は false です。

• TableFailureMaxCount – テーブル検証が停止する前に、検証を失敗できるテーブルあたりの最大行
数を指定します。デフォルト値は 1,000 です。
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• ThreadCount – 検証中に AWS DMS が使用する実行スレッドの数を指定します。各スレッドは、 not-
yet-validated 比較および検証するソースとターゲットからデータを選択します。デフォルト値は 5 で
す。ThreadCount をより高い値に設定すると、AWS DMS はより高速に検証を完了できます。ただ
し、この場合、AWS DMS はより多くの同時クエリを実行し、ソースとターゲットでより多くのリソー
スを消費します。

• ValidationOnly— このオプションをに設定すると、タスクはtrue、データの移行あるはレプリケー
ションを行わずに、データの検証を実行します。デフォルト値は false です。ValidationOnlyタス
クの作成後に設定を変更することはできません。

DO_NOTHING（検証専用タスクのデフォルト）に設定し、移行タイプを次のいずれかに設定する必要が
あります。TargetTablePrepMode
• フルロード —AWS DMS コンソールで、タスク移行タイプを [既存データの移行] に設定します。また

は、AWS DMS API でマイグレーションタイプを FULL-LOAD に設定します。
• CDC — タスク移行タイプを [AWS DMSデータ変更のみをコンソールで複製] に設定します。また

は、AWS DMS API で移行タイプを CDC に設定します。

選択した移行タイプにかかわらず、検証のみのタスクではデータが実際に移行または複製されることは
ありません。

詳細については、「検証専用タスク (p. 635)」を参照してください。
Important

ValidationOnly の設定はイミュータブルです。タスクの作成後、タスクに対する変更はでき
ません。

• ValidationPartialLobSize - 列に保存されているすべてのデータを検証するのではなく、LOB 列
の部分検証を実行するかどうかを指定します。これは、LOB データセット全体ではなく LOB データの
一部のみを移行する場合に便利な機能です。この値は、KB 単位です。デフォルト値は 0 で、AWS DMS 
はすべての LOB 列データを検証します。例えば、"ValidationPartialLobSize": 32 とは、とい
う意味です。AWS DMS がソースとターゲットの両方にある列データの最初の 32KB のみを検証するこ
とを意味します。

• PartitionSize -ソースとターゲットの両方から比較noために読み取るレコードのバッチサイズを指定
します。デフォルトは 10,000 です。

• ValidationQueryCdcDelaySeconds — CDC 更新ごとに、ソースとターゲットの両方で最初の検証
クエリが遅延する時間。これにより、移行のレイテンシーが高い場合にリソースの競合が軽減される可
能性があります。検証のみのタスクでは、このオプションは自動的に 180 秒に設定されます。デフォル
トは 0 です。

たとえば、以下の JSON ではスレッドのデフォルト数の 2 倍のデータ検証を有効化しています。また、
ここでは PostgreSQL エンドポイントでの列照合の違いによって生じるレコード順序の相違も考慮されま
す。また、すべての検証失敗を処理する追加の時間を考慮に入れた検証報告遅延を提供します。

"ValidationSettings": { 
     "EnableValidation": true, 
     "ThreadCount": 10, 
     "HandleCollationDiff": true, 
     "RecordFailureDelayLimitInMinutes": 30 
  } 
             

Note

Oracle エンドポイントの場合、AWS DMS は DBMS_CRYPTO を使用して BLOB を検証しま
す。Oracle エンドポイントで BLOB を使用する場合は、Oracle エンドポイントにアクセスするた
めに使用されるユーザーアカウントに DBMS_CRYPTO での execute 許可を付与します。これ
を行うには、以下のステートメントを実行します。
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grant execute on sys.dbms_crypto to dms_endpoint_user;

変更処理の DDL 処理のタスク設定

以下の設定により、AWS DMS が変更データキャプチャ (CDC) 中にターゲットテーブルのデータ定義言語 
(DDL) の変更を処理する方法が決まります。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法に
ついては、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。

変更処理の DDL を処理するタスク設定には、次のものがあります。

• HandleSourceTableDropped – ソーステーブルが削除されたときにターゲットテーブルを削除する
には、このオプションを true に設定します。

• HandleSourceTableTruncatedソーステーブルが切り捨てられたときにターゲットテーブルを切り捨
てるには、このオプションを true に設定します。

• HandleSourceTableAltered – ソーステーブルが変更されたときにターゲットテーブルを変更するに
は、このオプションを true に設定します。

次に、変更処理の DDL を処理するタスク設定が、タスク設定 JSON ファイルにどのように表示されるか
を示します。

                "ChangeProcessingDdlHandlingPolicy": { 
                   "HandleSourceTableDropped": true, 
                   "HandleSourceTableTruncated": true, 
                   "HandleSourceTableAltered": true 
                },                     
                 

Note

特定のソースでサポートされている DDL ステートメントについては、そのソースについて説明し
ているトピックをご参照ください。

文字置換タスクの設定
AWS DMS STRING または WSTRING データ型のすべてのソースデータベース列について、レプリケー
ションタスクがターゲットデータベースで文字置換を実行するように指定できます。タスク設定ファイル
を使用してタスク設定を設定する方法については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。

次のソースデータベースとターゲットデータベースからのエンドポイントを持つ任意のタスクの文字置換
を設定できます。

• ソースデータベース。
• Oracle
• Microsoft SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL
• SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
• IBM Db2 LUW

• ターゲットデータベース:
• Oracle
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• Microsoft SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL
• SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
• Amazon Redshift

タスク設定の CharacterSetSettings パラメータを使用して、文字置換を指定できます。これらの文字
置換は、16 進数表記の Unicode コードポイント値を使用して指定された文字に対して発生します。両方
が指定されている場合は、2 つのフェーズで置換を実装できます。

1. [Individual character replacement](個々の文字置換) - AWS DMS は、ソースで選択した文
字の値を、ターゲット上の対応する文字の指定された置換値に置き換えることができま
す。CharacterSetSettings の CharacterReplacements 配列を使用して、指定した Unicode 
コードポイントを持つすべてのソース文字を選択します。また、この配列を使用して、ターゲットの対
応する文字の置換コードポイントを指定します。

特定のコードポイントを持つソースのすべての文字を選択するには、CharacterReplacements
配列の SourceCharacterCodePoint のインスタンスをそのコードポイントに設定します。次
に、この配列で TargetCharacterCodePoint の対応するインスタンスを設定することで、す
べての同等のターゲット文字の置換コードポイントを指定します。ターゲットキャラクターを置
き換えるのではなく削除するには、TargetCharacterCodePoint の適切なインスタンスをゼ
ロ (0) に設定します。CharacterReplacements 配列で SourceCharacterCodePoint 設定と
TargetCharacterCodePoint 設定の追加のペアを指定することで、必要な数のターゲットキャラク
ターの値を置換または削除できます。SourceCharacterCodePoint の複数のインスタンスに同じ値
を指定した場合、対応する最後の TargetCharacterCodePoint の設定の値がターゲットに適用され
ます。

例えば、CharacterReplacements に次の値を指定するとします。

"CharacterSetSettings": { 
    "CharacterReplacements": [ { 
        "SourceCharacterCodePoint": 62, 
        "TargetCharacterCodePoint": 61 
        }, { 
        "SourceCharacterCodePoint": 42, 
        "TargetCharacterCodePoint": 41 
        } 
    ]
}

この例では、AWS DMS はターゲット上のソースコードポイント値 62 のすべての文字をコードポイン
ト値 61 の文字で置き換えます。また、AWS DMS は、すべての文字をターゲット上のソースコードポ
イント 42 でコードポイント値 41 の文字で置き換えます。つまり、AWS DMS は、ターゲット上の文字
'b' のすべてのインスタンスを文字 'a' で置き換えます。同様に、AWS DMS はターゲット上の文字
'B' のすべてのインスタンスを文字 'A' で置き換えます。

2. [Character set validation and replacement](文字セットの検証と置換) – 個々の文字置換 が完了する
と、AWS DMS は、すべてのターゲット文字が、指定した 1 つの文字セットで有効な Unicode コー
ドポイントがあることを確認します。CharacterSetSettings で CharacterSetSupport を
使用して、このターゲットキャラクターの検証と変更を設定します。検証文字セットを指定するに
は、CharacterSetSupport で CharacterSet を文字セットの文字列値に設定します。（指定でき
る値については、CharacterSetを参照してください） 次のいずれかの方法で、AWS DMS に無効な
ターゲット文字を変更させることができます。
• 現在のコードポイントに関係なく、すべての無効なターゲット文字に対して 1 つの置換 Unicode コー

ドポイントを指定します。この置換コードポイントを設定するには、CharacterSetSupport の
ReplaceWithCharacterCodePoint を指定された値に設定します。
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• ReplaceWithCharacterCodePoint をゼロ (0) に設定して、すべての無効なターゲット文字の削
除を設定します。

例えば、CharacterSetSupport に次の値を指定するとします。

"CharacterSetSettings": { 
    "CharacterSetSupport": { 
        "CharacterSet": "UTF16_PlatformEndian", 
        "ReplaceWithCharacterCodePoint": 0 
    }
}

この例では、AWS DMS は、"UTF16_PlatformEndian" 文字セットで無効なターゲットの文字をす
べて削除します。したがって、16 進値で指定された文字 2FB6 はすべて削除されます。この値は 4 バ
イトの Unicode コードポイントであり、UTF16 文字セットが 2 バイトのコードポイントを持つ文字の
みを受け付けるため、無効です。

Note

レプリケーションタスクは、テーブルマッピングで指定したグローバルまたはテーブルレベルの
変換を開始する前に、指定されたすべての文字置換を完了します。テーブルマッピングの詳細に
ついては、「テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する (p. 534)」をご参照くだ
さい。

CharacterSet で AWS DMS がサポートする値を次の表に示します。

UTF-8 ibm-860_P100-1995 ibm-280_P100-1995

UTF-16 ibm-861_P100-1995 ibm-284_P100-1995

UTF-16BE ibm-862_P100-1995 ibm-285_P100-1995

UTF-16LE ibm-863_P100-1995 ibm-290_P100-1995

UTF-32 ibm-864_X110-1999 ibm-297_P100-1995

UTF-32BE ibm-865_P100-1995 ibm-420_X120-1999

UTF-32LE ibm-866_P100-1995 ibm-424_P100-1995

UTF16_PlatformEndian ibm-867_P100-1998 ibm-500_P100-1995

UTF16_OppositeEndian ibm-868_P100-1995 ibm-803_P100-1999

UTF32_PlatformEndian ibm-869_P100-1995 ibm-838_P100-1995

UTF32_OppositeEndian ibm-878_P100-1996 ibm-870_P100-1995

UTF-16BE,version=1 ibm-901_P100-1999 ibm-871_P100-1995

UTF-16LE,version=1 ibm-902_P100-1999 ibm-875_P100-1995

UTF-16,version=1 ibm-922_P100-1999 ibm-918_P100-1995

UTF-16,version=2 ibm-1168_P100-2002 ibm-930_P120-1999

UTF-7 ibm-4909_P100-1999 ibm-933_P110-1995

IMAP-mailbox-name ibm-5346_P100-1998 ibm-935_P110-1999
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SCSU ibm-5347_P100-1998 ibm-937_P110-1999

BOCU-1 ibm-5348_P100-1997 ibm-939_P120-1999

CESU-8 ibm-5349_P100-1998 ibm-1025_P100-1995

ISO-8859-1 ibm-5350_P100-1998 ibm-1026_P100-1995

US-ASCII ibm-9447_P100-2002 ibm-1047_P100-1995

gb18030 ibm-9448_X100-2005 ibm-1097_P100-1995

ibm-912_P100-1995 ibm-9449_P100-2002 ibm-1112_P100-1995

ibm-913_P100-2000 ibm-5354_P100-1998 ibm-1122_P100-1999

ibm-914_P100-1995 ibm-1250_P100-1995 ibm-1123_P100-1995

ibm-915_P100-1995 ibm-1251_P100-1995 ibm-1130_P100-1997

ibm-1089_P100-1995 ibm-1252_P100-2000 ibm-1132_P100-1998

ibm-9005_X110-2007 ibm-1253_P100-1995 ibm-1137_P100-1999

ibm-813_P100-1995 ibm-1254_P100-1995 ibm-4517_P100-2005

ibm-5012_P100-1999 ibm-1255_P100-1995 ibm-1140_P100-1997

ibm-916_P100-1995 ibm-5351_P100-1998 ibm-1141_P100-1997

ibm-920_P100-1995 ibm-1256_P110-1997 ibm-1142_P100-1997

iso-8859_10-1998 ibm-5352_P100-1998 ibm-1143_P100-1997

iso-8859_11-2001 ibm-1257_P100-1995 ibm-1144_P100-1997

ibm-921_P100-1995 ibm-5353_P100-1998 ibm-1145_P100-1997

iso-8859_14-1998 ibm-1258_P100-1997 ibm-1146_P100-1997

ibm-923_P100-1998 macos-0_2-10.2 ibm-1147_P100-1997

ibm-942_P12A-1999 macos-6_2-10.4 ibm-1148_P100-1997

ibm-943_P15A-2003 macos-7_3-10.2 ibm-1149_P100-1997

ibm-943_P130-1999 macos-29-10.2 ibm-1153_P100-1999

ibm-33722_P12A_P12A-2009_U2macos-35-10.2 ibm-1154_P100-1999

ibm-33722_P120-1999 ibm-1051_P100-1995 ibm-1155_P100-1999

ibm-954_P101-2007 ibm-1276_P100-1995 ibm-1156_P100-1999

euc-jp-2007 ibm-1006_P100-1995 ibm-1157_P100-1999

ibm-1373_P100-2002 ibm-1098_P100-1995 ibm-1158_P100-1999

windows-950-2000 ibm-1124_P100-1996 ibm-1160_P100-1999

ibm-950_P110-1999 ibm-1125_P100-1997 ibm-1164_P100-1999

ibm-1375_P100-2008 ibm-1129_P100-1997 ibm-1364_P110-2007

514



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
タスク設定

ibm-5471_P100-2006 ibm-1131_P100-1997 ibm-1371_P100-1999

ibm-1386_P100-2001 ibm-1133_P100-1997 ibm-1388_P103-2001

windows-936-2000 ISO_2022,locale=ja,version=0ibm-1390_P110-2003

ibm-1383_P110-1999 ISO_2022,locale=ja,version=1ibm-1399_P110-2003

ibm-5478_P100-1995 ISO_2022,locale=ja,version=2ibm-5123_P100-1999

euc-tw-2014 ISO_2022,locale=ja,version=3ibm-8482_P100-1999

ibm-964_P110-1999 ISO_2022,locale=ja,version=4ibm-16684_P110-2003

ibm-949_P110-1999 ISO_2022,locale=ko,version=0ibm-4899_P100-1998

ibm-949_P11A-1999 ISO_2022,locale=ko,version=1ibm-4971_P100-1999

ibm-970_P110_P110-2006_U2 ISO_2022,locale=zh,version=0ibm-9067_X100-2005

ibm-971_P100-1995 ISO_2022,locale=zh,version=1ibm-12712_P100-1998

ibm-1363_P11B-1998 ISO_2022,locale=zh,version=2ibm-16804_X110-1999

ibm-1363_P110-1997 HZ ibm-37_P100-1995,swaplfnl

windows-949-2000 x11-compound-text ibm-1047_P100-1995,swaplfnl

windows-874-2000 ISCII,version=0 ibm-1140_P100-1997,swaplfnl

ibm-874_P100-1995 ISCII,version=1 ibm-1141_P100-1997,swaplfnl

ibm-1162_P100-1999 ISCII,version=2 ibm-1142_P100-1997,swaplfnl

ibm-437_P100-1995 ISCII,version=3 ibm-1143_P100-1997,swaplfnl

ibm-720_P100-1997 ISCII,version=4 ibm-1144_P100-1997,swaplfnl

ibm-737_P100-1997 ISCII,version=5 ibm-1145_P100-1997,swaplfnl

ibm-775_P100-1996 ISCII,version=6 ibm-1146_P100-1997,swaplfnl

ibm-850_P100-1995 ISCII,version=7 ibm-1147_P100-1997,swaplfnl

ibm-851_P100-1995 ISCII,version=8 ibm-1148_P100-1997,swaplfnl

ibm-852_P100-1995 LMBCS-1 ibm-1149_P100-1997,swaplfnl

ibm-855_P100-1995 ibm-37_P100-1995 ibm-1153_P100-1999,swaplfnl

ibm-856_P100-1995 ibm-273_P100-1995 ibm-12712_P100-1998,swaplfnl

ibm-857_P100-1995 ibm-277_P100-1995 ibm-16804_X110-1999,swaplfnl

ibm-858_P100-1997 ibm-278_P100-1995 ebcdic-xml-us

前イメージタスク設定前
Kinesis や Apache Kafka のようなデータストリーミングターゲットに CDC 更新を書き込む場合、更新に
よって変更される前に、ソースデータベース行の元の値を表示できます。これを実現するために、AWS 
DMS は、ソースデータベースエンジンから提供されたデータに基づいて更新イベントの前イメージを
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設定します。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「タスク設定
例 (p. 491)」をご参照ください。

これを行うには、ソースデータベースシステムから収集された値を使用して、すべての更新オペレーショ
ンに新しい JSON 属性を追加する BeforeImageSettings パラメータを使用します。

BeforeImageSettings を全ロードと CDC タスクのみ、または CDC のみのタスクに適用することを忘
れないでください。全ロードと CDC タスクにより、既存のデータが移行され、継続的変更のレプリケー
ションをできます。CDC のみのタスクは、データ変更のみのレプリケーションとなります。

全ロードのタスクには BeforeImageSettings を適用しないでください。

BeforeImageSettings で考えられるオプション：

• EnableBeforeImage — true に設定すると、前イメージが有効になります。デフォルトは false で
す。

• FieldName — 新しい JSON 属性に名前を割り当てます。EnableBeforeImage が true の場
合、FieldName は必須であり、空にすることはできません。

• ColumnFilter — 前イメージを使用して追加する列を指定します。テーブルのプライマリキーの一部
である列だけを追加するには、デフォルト値 pk-only を使用します。前イメージ値を持つ列を追加す
るには、all を使用します。前の画像は、CLOB や BLOB などのラージバイナリオブジェクト (LOB) 
データ型をサポートしていないことに注意してください。

BeforeImageSettings の使用例：

"BeforeImageSettings": { 
    "EnableBeforeImage": true, 
    "FieldName": "before-image", 
    "ColumnFilter": "pk-only" 
  }

追加のテーブルマッピング設定など、前イメージ設定前の詳細については、「前イメージを使用した 
Kinesis データストリームの CDC 行の元の値のターゲットとしての表示 (p. 416)」をご参照ください。

追加のテーブルマッピング設定を含む、Kafka の前イメージ設定の詳細については、「ターゲットとして 
Apache Kafka の CDC 行の元の値を表示するために前イメージを使用 (p. 432)」をご参照ください。

エラー処理タスクの設定
以下の設定を使用して、レプリケーションタスクのエラー処理動作を設定できます。タスク設定ファイル
を使用してタスク設定を設定する方法については、「タスク設定例 (p. 491)」をご参照ください。

• DataErrorPolicy – レコードレベルでデータ処理に関連するエラーが発生した場合に、AWS DMS が
実行するアクションを決定します。データ処理エラーの例には、変換エラー、変換時のエラー、および
不良データが含まれます。デフォルトは LOG_ERROR です。
• IGNORE_RECORD – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されま

す。DataErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、
テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされま
す。

• LOG_ERROR – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
• SUSPEND_TABLE – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態

になり、データ レプリケーションはされません。
• STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。

• DataTruncationErrorPolicy – データが切り捨てられたときに AWS DMS が実行するアクションを
決定します。デフォルトは LOG_ERROR です。
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• IGNORE_RECORD – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されま
す。DataErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、
テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされま
す。

• LOG_ERROR – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
• SUSPEND_TABLE – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態

になり、データ レプリケーションはされません。
• STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。

• DataErrorEscalationPolicy – エラーが最大数(DataErrorEscalationCount パラメータで設
定)に達したときに AWS DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトは SUSPEND_TABLE で
す。
• SUSPEND_TABLE – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態

になり、データ レプリケーションはされません。
• STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。

• DataErrorEscalationCount – 特定のレコードで、データに許可されるエラーの
最大数を設定します。この数に到達すると、エラーレコードがあるテーブルのデータ
は、DataErrorEscalationPolicy で設定されているポリシーに従って処理されます。デフォルトは 
0 です。

• EventErrorPolicy— タスク関連イベントの送信中にエラーが発生した場合に、AWS DMS が実行す
るアクションを決定します。指定できる値は以下のとおりです。
• IGNORE— タスクは続行され、そのイベントに関連するデータはすべて無視されます。
• STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。

• TableErrorPolicy – 特定のテーブルのデータまたはメタデータの処理中にエラーが発生した場合
に、AWS DMS が実行するアクションを決定します。このエラーは一般のテーブルデータにのみ適用さ
れ、特定のレコードに関連するエラーではありません。デフォルトは SUSPEND_TABLE です。
• SUSPEND_TABLE – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態

になり、データ レプリケーションはされません。
• STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。

• TableErrorEscalationPolicy – エラーが最大数(TableErrorEscalationCount パラメータで設
定)に達したときに AWS DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトで、唯一のユーザー設
定は STOP_TASK です。この設定では、タスクが停止し手動での介入が必要になります。

• TableErrorEscalationCount – 特定のテーブルで、一般データまたはメタデータに許可されるエ
ラーの最大数。この数に到達すると、このテーブルのデータは、TableErrorEscalationPolicy で
設定されたポリシーに従って処理されます。デフォルトは 0 です。

• RecoverableErrorCount – 環境エラーが発生したときに、タスクの再開を試みる最大回数。システ
ムが再起動を試みる回数が指定の回数に達すると、タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
デフォルト値は -1 で、無限にタスクの再起動を試みるよう AWS DMS に指示します。タスクの再開を
試行しない場合には、この値を 0 に設定します。致命的なエラーが発生した場合、AWS DMS はタスク
の再起動を 6 回試みた後で試行を中止します。

• RecoverableErrorInterval – タスクの再開を試みてから次に再開を試みるまで AWS DMS が待機
する時間 (秒)。デフォルト は 5 です。

• RecoverableErrorThrottling— 有効にすると、の値に基づい
て、RecoverableErrorIntervalタスクの再起動試行間隔が連続して増加します。たとえば、を 5 秒
に設定すると、RecoverableErrorInterval次の再試行は 10 秒後、次は 20 秒後、その後 40 秒後に
行われます。デフォルトは true です。

• RecoverableErrorThrottlingMax – RecoverableErrorThrottling が有効な場合に、タスクの
再開を試みてから次に再開を試みるまで AWS DMS が待機する最大時間数 (秒)。デフォルトは 1800 で
す。

• RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax — true に設定した場
合、RecoverableErrorThrottlingMax あたり、AWS DMS のリカバリの試行待機時間である最大
秒数の経過後にタスクの再起動を停止します。
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• ApplyErrorDeletePolicy – DELETE オペレーションとの競合がある場合に、AWS DMS が実行する
アクションを決定します。デフォルトは IGNORE_RECORD です。利用できる値には以下のとおりです。
• IGNORE_RECORD – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されま

す。ApplyErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、
テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされま
す。

• LOG_ERROR – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
• SUSPEND_TABLE – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態

になり、データ レプリケーションはされません。
• STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。

• ApplyErrorInsertPolicy – INSERT オペレーションとの競合がある場合に、AWS DMS が実行する
アクションを決定します。デフォルトは LOG_ERROR です。利用できる値には以下のとおりです。
• IGNORE_RECORD – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されま

す。ApplyErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、
テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされま
す。

• LOG_ERROR – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
• SUSPEND_TABLE – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態

になり、データ レプリケーションはされません。
• STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
• INSERT_RECORD – 挿入されたソースレコードと同じプライマリ キーを含む既存のターゲットレコー

ドがある場合、ターゲットレコードは更新されます。
• ApplyErrorUpdatePolicy— UPDATE オペレーションとの競合がある場合に、AWS DMS が実行す

るアクションを決定します。デフォルトは LOG_ERROR です。利用できる値には以下のとおりです。
• IGNORE_RECORD – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されま

す。ApplyErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、
テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされま
す。

• LOG_ERROR – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
• SUSPEND_TABLE – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態

になり、データ レプリケーションはされません。
• STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
• UPDATE_RECORD-ターゲットレコードがない場合、欠落しているターゲットレコードがターゲット

テーブルに挿入されます。 AWS DMSソース LOB 列をターゲットテーブルに挿入しません。このオプ
ションを選択するには、Oracle がソースデータベースの場合、すべてのソーステーブルの列に対し、
完全なサプリメンタルロギングが有効である必要があります。

• ApplyErrorEscalationPolicy – エラーが最大数(ApplyErrorEscalationCount パラメータで設
定)に達したときに AWS DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトは LOG_ERROR です：
• LOG_ERROR – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
• SUSPEND_TABLE – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態

になり、データ レプリケーションはされません。
• STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。

• ApplyErrorEscalationCount – このオプションでは変更プロセスオペレーションが実施されている
間、特定のテーブルに許可される APPLY 競合の最大数を設定します。この数に到達すると、このテー
ブルのデータは、ApplyErrorEscalationPolicy パラメータで設定されたポリシーに従って処理さ
れます。デフォルトは 0 です。

• ApplyErrorFailOnTruncationDdl – このオプションを true に設定すると、CDC 中に追跡された
いずれかのテーブルで切り捨てが実行された場合に、タスクは失敗します。デフォルトは false です。

この方法は、DDL テーブルの切り捨てレプリケーションが行われない、PostgreSQL バージョン 11.x 以
前またはその他のソース エンドポイントでは機能しません。
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• FailOnNoTablesCaptured – このオプションを true に設定すると、タスクに対して定義されたテー
ブル マッピングによりタスクの開始時にテーブルが見つからなかった場合、タスクは失敗します。デ
フォルトは false です。

• FailOnTransactionConsistencyBreached – このオプションは CDC でソースとして Oracle を使
用するタスクに適用されます。デフォルトは [False] (偽) です。これを true に設定すると、トランザ
クションが指定されたタイムアウトよりも長い時間開かれていて、削除できる場合、タスクは失敗しま
す。

CDC タスクが Oracle で開始されると、AWS DMS は最も古い、開いているトランザクションが終了す
るのを制限された時間待ってから、CDC を起動します。タイムアウトに達するまで最も古い、開いてい
るトランザクションが終了しない場合、ほとんどの場合、AWS DMS ではそのトランザクションを無視
して CDC が開始されます。このオプションを true に設定すると、タスクは失敗します。

• FullLoadIgnoreConflicts – このオプションを true に設定すると、AWS DMS では、キャッシュ
されたイベントを適用するときに、[zero rows affected](影響を受ける行がゼロ)および[duplicates] (重複) 
エラーは無視されます。false に設定した場合、AWS DMS はエラーを無視せずにすべてのエラーを報
告します。デフォルトは true です。

ターゲットとしての Redshift のテーブルロードエラーはで報告されていることに注意してく
ださいSTL_LOAD_ERRORS。詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの
「STL_LOAD_ERRORS」を参照してください。

タスク設定の保存
別のタスクで設定を再利用する場合、タスクの設定を JSON ファイルして保存することができま
す。JSON ファイルにコピーするタスク設定は、タスクのセクション[Overview details] (概要の詳細) の下
で検索できます。

Note

他のタスクでタスク設定を再利用するときは、CloudWatchLogGroup と
CloudWatchLogStream 属性を削除します。そうしないと、次のエラーが表示されます。システ
ムエラーメッセージ:タスク設定、 CloudWatchLogGroup CloudWatchLogStream または作成時に
設定できません。

たとえば、以下の JSON ファイルにはタスクに保存された設定が含まれています。

{ 
    "TargetMetadata": { 
        "TargetSchema": "", 
        "SupportLobs": true, 
        "FullLobMode": false, 
        "LobChunkSize": 0, 
        "LimitedSizeLobMode": true, 
        "LobMaxSize": 32, 
        "InlineLobMaxSize": 0, 
        "LoadMaxFileSize": 0, 
        "ParallelLoadThreads": 0, 
        "ParallelLoadBufferSize": 0, 
        "BatchApplyEnabled": false, 
        "TaskRecoveryTableEnabled": false, 
        "ParallelLoadQueuesPerThread": 0, 
        "ParallelApplyThreads": 0, 
        "ParallelApplyBufferSize": 0, 
        "ParallelApplyQueuesPerThread": 0 
    }, 
    "FullLoadSettings": { 
        "TargetTablePrepMode": "DO_NOTHING", 
        "CreatePkAfterFullLoad": false, 
        "StopTaskCachedChangesApplied": false, 
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        "StopTaskCachedChangesNotApplied": false, 
        "MaxFullLoadSubTasks": 8, 
        "TransactionConsistencyTimeout": 600, 
        "CommitRate": 10000 
    }, 
    "Logging": { 
        "EnableLogging": true, 
        "LogComponents": [ 
            { 
                "Id": "TRANSFORMATION", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "SOURCE_UNLOAD", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "IO", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "TARGET_LOAD", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "PERFORMANCE", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "SOURCE_CAPTURE", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "SORTER", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "REST_SERVER", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "VALIDATOR_EXT", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "TARGET_APPLY", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "TASK_MANAGER", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "TABLES_MANAGER", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "METADATA_MANAGER", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "FILE_FACTORY", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "COMMON", 
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                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "ADDONS", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "DATA_STRUCTURE", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "COMMUNICATION", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            }, 
            { 
                "Id": "FILE_TRANSFER", 
                "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT" 
            } 
        ] 
    }, 
    "ControlTablesSettings": { 
        "ControlSchema": "", 
        "HistoryTimeslotInMinutes": 5, 
        "HistoryTableEnabled": false, 
        "SuspendedTablesTableEnabled": false, 
        "StatusTableEnabled": false, 
        "FullLoadExceptionTableEnabled": false 
    }, 
    "StreamBufferSettings": { 
        "StreamBufferCount": 3, 
        "StreamBufferSizeInMB": 8, 
        "CtrlStreamBufferSizeInMB": 5 
    }, 
    "ChangeProcessingDdlHandlingPolicy": { 
        "HandleSourceTableDropped": true, 
        "HandleSourceTableTruncated": true, 
        "HandleSourceTableAltered": true 
    }, 
    "ErrorBehavior": { 
        "DataErrorPolicy": "LOG_ERROR", 
        "DataTruncationErrorPolicy": "LOG_ERROR", 
        "DataErrorEscalationPolicy": "SUSPEND_TABLE", 
        "DataErrorEscalationCount": 0, 
        "TableErrorPolicy": "SUSPEND_TABLE", 
        "TableErrorEscalationPolicy": "STOP_TASK", 
        "TableErrorEscalationCount": 0, 
        "RecoverableErrorCount": -1, 
        "RecoverableErrorInterval": 5, 
        "RecoverableErrorThrottling": true, 
        "RecoverableErrorThrottlingMax": 1800, 
        "RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax": true, 
        "ApplyErrorDeletePolicy": "IGNORE_RECORD", 
        "ApplyErrorInsertPolicy": "LOG_ERROR", 
        "ApplyErrorUpdatePolicy": "LOG_ERROR", 
        "ApplyErrorEscalationPolicy": "LOG_ERROR", 
        "ApplyErrorEscalationCount": 0, 
        "ApplyErrorFailOnTruncationDdl": false, 
        "FullLoadIgnoreConflicts": true, 
        "FailOnTransactionConsistencyBreached": false, 
        "FailOnNoTablesCaptured": true 
    }, 
    "ChangeProcessingTuning": { 
        "BatchApplyPreserveTransaction": true, 
        "BatchApplyTimeoutMin": 1, 
        "BatchApplyTimeoutMax": 30, 
        "BatchApplyMemoryLimit": 500, 
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        "BatchSplitSize": 0, 
        "MinTransactionSize": 1000, 
        "CommitTimeout": 1, 
        "MemoryLimitTotal": 1024, 
        "MemoryKeepTime": 60, 
        "StatementCacheSize": 50 
    }, 
    "PostProcessingRules": null, 
    "CharacterSetSettings": null, 
    "LoopbackPreventionSettings": null, 
    "BeforeImageSettings": null, 
    "FailTaskWhenCleanTaskResourceFailed": false
} 
                 

AWS DMS タスクのソースデータベースの LOB サ
ポートの設定
ラージバイナリオブジェクト (LOB) をシステム間で移行することは難しい場合があります。AWS DMS に
は、LOB の列のチューニングに役立つ多くのオプションが用意されています。どのデータ型がいつ AWS 
DMS によって LOB と見なされるかについては、「AWS DMS」のドキュメントをご参照ください。

データベース間でデータを移行するとき、特に異機種間で移行するときは、LOB の保存方法の見直しが必
要になる場合があります。その場合、LOB データを移行する必要はありません。

LOB を含める場合は、他の LOB 設定を決定できます。

• LOB モードにより、LOB の処理方法が決定されます。
• [Full LOB mode](完全 LOB モード) - Full LOB mode (完全 LOB モード) では、AWS DMS によって

ソースからターゲットに、サイズにかかわらずすべての LOB が移行されます。この設定では、AWS 
DMS の最大許容 LOB サイズに関する情報は不要です。したがって、LOB は一度に 1 つずつ移行され
ます。Full LOB mode は非常に低速になることがあります。

• [Limited LOB mode] (制限付き LOB モード) - 制限付き LOB モードでは、DMS の最大許容 LOB サイ
ズを設定します。このオプションでは、DMS によってメモリが事前に割り当てられ、LOB データを
一括でロードできるようになります。最大許容 LOB サイズを超える LOB は切り捨てられ、警告が
ログファイルに発行されます。制限付き LOB モードでは、完全 LOB モードよりも大幅にパフォー
マンスが向上します。可能な限り Limited LOB mode を使用することをお勧めします。最大推奨値は 
102400 KB (100 MB) です。

Note

[Max LOB size (K) ](最大 LOB サイズ(K)) オプションを 63 KB より大きい値で使用すると、
制限付き LOB モードで実行されるように設定された全ロードのパフォーマンスが低下しま
す。全ロード中、DMS は [Max LOB size (k)](最大 LOB サイズ (k)) 値にコミットレートを掛
けてメモリを割り当てて、この積に LOB 列数を乗算します。DMS がそのメモリを事前割り
当てできない場合、DMS は SWAP メモリの消費をスタートし、全ロードのパフォーマンス
が低下します。したがって、制限された LOB モードを使用するときにパフォーマンスの問
題が発生する場合は、許容レベルのパフォーマンスを達成するまでコミットレートを下げる
ことを検討してください。テーブルの LOB ディストリビューションを理解したら、サポート
されているエンドポイントでインライン LOB モードを使用することを検討することもできま
す。
制限された LOBValidationPartialLobSize サイズを検証するには、LobMaxSize (K) 
と同じ値に設定する必要があります。

• [Inline LOB mode](インライン LOB モード) — インライン LOB モードでは、DMS がインラインで転
送する最大 LOB サイズを設定します。指定されたサイズより小さい LOB はインラインで転送されま
す。指定されたサイズよりも大きい LOB は、フル LOB モードを使用してレプリケーションされま
す。このオプションを選択すると、ほとんどの LOB が小さい場合に、小さい LOB と大規模な LOB 
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両方のレプリケーションができます。DMS は S3 や Redshift のようなフル LOB モードをサポートし
ないエンドポイントでは、インライン LOB モードをサポートしていません。

Note

Oracle では、LOB は可能な限り VARCHAR データ型として扱われます。この方法では、AWS 
DMS によって LOB がデータベースから一括でフェッチされるため、他の方法よりも大幅に高
速になります。Oracle での VARCHAR の最大サイズは 32 K です。そのため、Oracle がソース
データベースである場合は、最大許容 LOB サイズを 32 K 未満に設定するのが最適です。

• 制限付き LOB モードで実行されるようにタスクを設定している場合、[Max LOB size (K) (最大 LOB サ
イズ (K))] オプションによって AWS DMS の最大許容 LOB サイズが決まります。この値よりも大きい 
LOB はこの値まで切り捨てられます。

• 完全 LOB モードを使用するようにタスクを設定している場合、AWS DMS によって LOB は 1 つずつ取
得されます。[LOB chunk size (K) (LOB チャンクサイズ (K))] オプションにより、各ピースのサイズが決
定されます。このオプションを設定するときは、ネットワーク設定の最大許容パケットサイズに特に注
意してください。LOB チャンクサイズが最大許容パケットサイズを超えた場合は、切断エラーが表示さ
れることがあります。LobChunkSizeの推奨値は 64 キロバイトです。64 KBLobChunkSize を超える
値を増やすと、タスクが失敗する可能性があります。

• インライン LOB モードで実行するようにタスクを設定している場合、InlineLobMaxSize 設定によ
り、どの LOB DMS がインラインで転送されるかが決まります。

タスク設定でこれらのオプションを指定する方法の詳細については、「ターゲットメタデータのタスク設
定 (p. 493)」をご参照ください。

複数のタスクの作成
移行シナリオによっては、複数の移行タスクを作成する必要があります。タスクは個別に動作し、同時に
実行できます。各タスクには、独自の初期ロード、CDC、およびログ読み取りプロセスがあります。デー
タ操作言語 (DML) を通じて関連付けられたテーブルは、同じタスクの一部である必要があります。

移行のために複数のタスクを作成する理由として、以下の理由が挙げられます。

• タスクのターゲットテーブルが異なるデータベースに存在している (分散していたり、システムを複数
のシステムに分割している場合など)。

• フィルタリングを使用して、大きいテーブルの移行を複数のタスクに分割したい。

Note

タスクごとに独自の変更キャプチャおよびログ読み取りプロセスがあるため、タスク間で変更は
調整されません。したがって、複数のタスクを使用して移行を実行する場合は、ソーストランザ
クションが 1 つのタスク内に完全に含まれていることを確認してください。

AWS DMS を使用した継続的なレプリケーション用
のタスクの作成

ソースデータ ストアへの継続的な変更をキャプチャする AWS DMS タスクを作成できます。データの移行
中にこのキャプチャを実行できます。サポートされているターゲットデータストアへの初回（全ロード）
の移行が完了した後で、継続的な変更をキャプチャするタスクを作成することもできます。このプロセス
は継続的なレプリケーションまたは変更データキャプチャ (CDC) と呼ばれます。AWS DMS では、このプ
ロセスを使用してソースデータストアの継続的な変更をレプリケートします。このプロセスでは、データ
ベースエンジンのネイティブ API を使用してデータベースログへの変更を収集します。
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Note

全ロードタスクのみを使用してビューを移行できます。タスクが CDC のみのタスクであるか、
完了後に CDC を開始する全ロードタスクである場合、移行にはソースのテーブルのみが含まれ
ます。 full-load-only タスクを使用して、ビューまたはテーブルとビューの組み合わせを移行でき
ます。詳細については、「 JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する (p. 537)」を
参照してください。

ソースエンジンごとに、この変更ストリームを指定されたユーザーアカウントに開示するための固有の設
定要件があります。ほとんどのエンジンでは、キャプチャプロセスでデータ損失を発生させずに意味のあ
る方法で変更データを使用するために、追加の設定が必要です。たとえば、Oracle ではサプリメンタルロ
ギングの追加が必要であり、MySQL では行レベルのバイナリログ (bin ログ) が必要です。

ソースデータベースから継続的な変更を読み取るために、AWS DMS はエンジン固有の API アクションを
使用してソースエンジンのトランザクションログから変更を読み取ります。これを AWS DMS で実行する
例を以下に示します。

• Oracle の場合、Oracle LogMiner API またはバイナリリーダー API (bfile API)AWS DMS のいずれかを使
用して進行中の変更を読み取ります。 AWS DMSシステム変更番号 (SCN) に基づいて、オンラインまた
はアーカイブの REDO ログから進行中の変更を読み取ります。

• Microsoft SQL Server の場合、AWS DMS は MS-Replication または MS-CDC を使用して SQL Server 
のトランザクションログに情報を書き込みます。次に、SQL Server の fn_dblog() 関数または 
fn_dump_dblog() 関数を使用して、ログシーケンス番号 (LSN) に基づいてトランザクションログの変
更を読み取ります。

• MySQL の場合、AWS DMS は、行ベースのバイナリログ (binlogs) から変更を読み取り、この変更を
ターゲットに移行します。

• PostgreSQL の場合、AWS DMS はレプリケーションスロットを設定し、test_decoding プラグインを使
用して、ソースから変更を読み取り、この変更をターゲットに移行します。

• ソースとしての Amazon RDS の場合は、CDC をセットアップするためのバックアップが有効になって
いることを確認するようお勧めします。また、変更ログを十分な時間だけ (通常は 24 時間で十分) 保持
するようにソースデータベースが設定されていることを確認してください。

継続的なレプリケーションタスクには 2 つのタイプがあります。

• 全ロード + CDC: タスクでは、まず既存のデータを移行し、次にソースデータベースへの変更に応じて
ターゲットデータベースを更新します。

• CDC のみ: タスクでは、ターゲットデータベースにデータが取り込まれた後の継続的変更を移行しま
す。

CDC 開始ポイントからのレプリケーションの実行
AWS DMS の継続的なレプリケーションタスク (変更データのキャプチャのみ) は、複数のポイントから開
始できます。これには以下が含まれます。

• [From a custom CDC start time](カスタム CDC 開始時刻から) - AWS Management Console または AWS 
CLI を使用して、レプリケーションをスタートするタイムスタンプを AWS DMS に提供できます。AWS 
DMS は、このカスタム CDC 開始時刻から継続的レプリケーションタスクをスタートします。AWS 
DMS は、提供されたタイムスタンプ (UTC) をネイティブスタートポイント (SQL Server の LSN や 
Oracle の SCN など) に変換します。AWS DMS は、エンジン固有の方法を使用し、ソースエンジンの変
更ストリームに基づいて移行タスクのスタート位置を決定します。

Note

StartFromContext接続属性を必要なタイムスタンプに設定することによってのみ、ソースと
しての Db2 は CDC 開始時間をカスタマイズできます。
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PostgreSQL をソースとする場合、カスタム CDC の開始時刻はサポートされません。これ
は、PostgreSQL データベースエンジンには、Oracle や SQL Server とは異なり、タイムスタ
ンプを LSN や SCN にマップする方法がないためです。

• [From a CDC native start point](CDC ネイティブのスタートポイントから) - ソースエンジンのトランザ
クションログのネイティブポイントから開始することもできます。場合によっては、タイムスタンプは
トランザクションログで複数のネイティブポイントを示すことができるため、このアプローチのほうが
適している場合があります。AWS DMS では、この機能を以下のソースエンドポイントでサポートして
います。
• SQL Server
• PostgreSQL
• Oracle
• MySQL

タスクが作成されると、CDCAWS DMS の開始点としてマークされ、変更できなくなります。別の CDC 
スタートポイントを使用するには、新しいタスクを作成します。

CDC ネイティブのスタートポイントの決定
CDC ネイティブの開始ポイントは、CDC を開始できる時間を定義するデータベースエンジンのログ内の
ポイントです。例えば、あるバルクデータ ダンプがターゲットに適用されているとします。継続的レプリ
ケーション専用タスクについて、ネイティブのスタートポイントを参照できます。データの不整合を回避
するには、レプリケーション専用タスクのスタートポイントを慎重に選択してください。DMS は、選択し
た CDC スタートポイントの後に開始されたトランザクションをキャプチャします。

以下の例では、サポートされているソースエンジンから CDC ネイティブの開始ポイントを見つける方法
を示します。

SQL Server

SQL Server では、ログシーケンス番号 (LSN) は以下の 3 つのパートで構成されています。
• 仮想ログファイル (VLF) シーケンス番号
• ログブロックの開始オフセット
• スロット番号

LSN の例: 00000014:00000061:0001

トランザクションログのバックアップ設定に基づいて SQL Server の移行タスクの開始ポイントを取
得するには、SQL Server の fn_dblog() 関数または fn_dump_dblog() 関数を使用します。

SQL Server で CDC ネイティブスタートポイントを使用するには、進行中のレプリケーションに参加
している任意のテーブルにパブリケーションを作成します。 AWS DMSCDC ネイティブ開始ポイント
を使用せずに CDC を使用すると、が自動的にパブリケーションを作成します。

PostgreSQL

PostgreSQL ソースデータベースには、CDC 復旧チェックポイントを使用できます。進行中のレプリ
ケーションタスクはソースデータベース (親タスク) に対して実行されるため、このチェックポイント
値はまざまな時点で生成されます。チェックポイント全般の詳細については、「チェックポイントを 
CDC のスタートポイントとして使用する (p. 527)」をご参照ください。

ネイティブスタートポイントとして使用するチェックポイントを特定するには、データベース
pg_replication_slots ビューを使用するか、AWS Management Console から親タスク概要の詳
細を使用します。

コンソールで親タスクの概要の詳細を検索するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS
でコンソールを開きます。
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IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS にアクセスするための適切なアクセ
ス許可があることを確認します。必要なアクセス権限の詳細については、「AWS DMS の使用に
必要な IAM アクセス許可 (p. 679)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインで、[データベース移行タスク] を選択します。
3. [データベース移行タスク] ページのリストから親タスクを選択します。これにより、親タスク

ページが開き、概要の詳細が表示されます。
4. [データキャプチャの変更 (CDC)]、[データキャプチャの変更 (CDC) の開始位置]、および [データ

キャプチャの変更 (CDC) リカバリチェックポイント] でチェックポイント値を見つけます。

値は、次のようになります。

checkpoint:V1#1#000004AF/B00000D0#0#0#*#0#0

ここでは、このネイティブ CDC 開始ポイントを指定するために必要な 4AF/B00000D0 コンポー
ネントです。PostgreSQL ソースのこの開始ポイントでレプリケーションを開始する CDC タスク
を作成するときに、DMS API CdcStartPosition パラメータをこの値に設定します。AWS CLI 
を使用して CDC タスクを作成する方法の詳細については、「AWS DMS を使用して AWS が管理
する PostgreSQL DB インスタンスでの CDC の有効化 (p. 229)」をご参照ください。

Oracle

システム変更番号 (SCN) は、Oracle データベースで使用される論理的な内部タイムスタンプで
す。SCN は、データベース内で発生するイベントを順序付けします。これは、トランザクションの 
ACID プロパティを満たすために必要です。Oracle データベースでは、ディスクに書き込まれたすべ
ての変更の位置を SCN でマークするため、書き込み済みの変更には復旧アクションが適用されませ
ん。また、Oracle では、データセットで REDO が存在しないポイントをマークして復旧を停止でき
るようにするためにも SCN を使用します。

Oracle データベース内の現在の SCN を取得するには、次のコマンドを実行します。

SELECT CURRENT_SCN FROM V$DATABASE

現在の SCN を使用して CDC タスクをスタートすると、開いているトランザクションの結果が欠落
し、これらの結果の移行に失敗します。[Open transactions](未決トランザクション)とは、以前にス
タートされたが、まだコミットされていないトランザクションです。SCN とタイムスタンプを特定し
て、すべての未決トランザクションを含むポイントで CDC タスクをスタートできます。詳細につい
ては、Oracle ドキュメントの「トランザクション」をご参照ください。

MySQL

MySQL バージョン 5.6.3 がリリースされるまで、MySQL のログシーケンス番号 (LSN) は 4 バイトの
符号なし整数でした。MySQL バージョン 5.6.3 で、REDO ログファイルのサイズ上限が 4 GB から 
512 GB に引き上げられ、LSN は 8 バイトの符号なし整数になりました。この引き上げは、サイズ情
報の保存に追加のバイトが必要になったことが理由です。MySQL 5.6.3 以降で構築された LSN 値を使
用するアプリケーションでは、LSN 値を保存し比較するために 32 ビット変数ではなく 64 ビット変数
を使用する必要があります。MySQL の LSN の詳細については、「MySQL のドキュメント」をご参
照ください。

MySQL データベース内の現在の LSN を取得するには、以下のコマンドを実行します。

mysql> show master status;

このクエリから、binlog ファイルの名前、位置、およびその他いくつかの値が返されます。CDC 
ネイティブの開始ポイントは、binlogs ファイルの名前と位置の組み合わせです (例: mysql-bin-
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changelog.000024:373)。この例で、mysql-bin-changelog.000024 は binlogs ファイルの名
前、373 は AWS DMS で変更のキャプチャを開始する位置です。

チェックポイントを CDC のスタートポイントとして使用する
継続的なレプリケーションタスクでは変更を移行し、AWS DMS では AWS DMS 固有のチェックポイント
情報を時々キャッシュします。AWS DMS が作成するチェックポイントに含まれている情報に従って、レ
プリケーションエンジンは変更ストリームの復旧ポイントを確認します。チェックポイントを使用して変
更のタイムラインをさかのぼり、失敗した移行タスクを復旧できます。チェックポイントを使用して、別
のターゲットに向けて別の継続的なレプリケーションタスクを任意の時点から開始することもできます。

チェックポイント情報は、以下の 3 つの方法で取得できます：

• API オペレーション DescribeReplicationTasks を実行して結果を確認します。情報をタスク別に
フィルタ処理し、チェックポイントを検索できます。タスクが停止状態または失敗状態のときに最新の
チェックポイントを取得できます。タスクを削除すると、この情報は失われます。

• ターゲットインスタンスで awsdms_txn_state というメタデータテーブルを表示します。テーブルに
クエリを実行してチェックポイント情報を取得できます。メタデータテーブルを作成するには、タスク
の作成時に TaskRecoveryTableEnabled パラメータを Yes に設定します。この設定により、AWS 
DMS はチェックポイント情報を継続的にターゲットメタデータテーブルに書き込みます。タスクを削除
すると、この情報は失われます。

次に、メタデータテーブル checkpoint:V1#34#00000132/0F000E48#0#0#*#0#121 でのチェック
ポイントの例を示します

• ナビゲーションペインで、[Database migration tasks] (データベース移行タスク) を選択し、[Database 
migration tasks](データベース移行タスク) ページに表示されるリストから親タスクを選択します。親
タスクページが開き、概要の詳細が表示されます。[データキャプチャの変更 (CDC)]、[データキャプ
チャの変更 (CDC) の開始位置]、および [データキャプチャの変更 (CDC) リカバリチェックポイント] で
チェックポイント値を見つけます。チェックポイントの値は、次のようになります：

checkpoint:V1#1#000004AF/B00000D0#0#0#*#0#0

コミット時間ポイントまたはサーバー時間ポイントでのタスクの
停止
CDC ネイティブの開始ポイントの導入により、AWS DMS では以下のポイントでタスクを停止することも
できます。

• ソースのコミット時間
• レプリケーションインスタンスのサーバー時間

必要に応じてタスクを変更し、停止する時刻を UTC で設定できます。タスクは、設定したコミット時間ま
たはサーバー時間に基づいて自動的に停止します。または、タスクの作成時に移行タスクを停止する時間
があらかじめわかっている場合は、タスクの作成時に停止時間を設定できます。

双方向レプリケーションの実行
AWS DMS タスクを使用すると、2 つのシステム間で双方向レプリケーションを実行できます。双方向レ
プリケーションでは、2 つのシステム間で同じテーブル (またはテーブルのセット) のデータを両方向にレ
プリケートします。

たとえば、データベース A からデータベース B に EMPLOYEE テーブルをコピーし、テーブルの変更内容
をデータベース A からデータベース B にレプリケートできます。さらに、EMPLOYEE テーブルの変更内
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容をデータベース B から A にレプリケートすることもできます。したがって、双方向レプリケーションを
実行していることになります。

Note

AWS DMS 双方向レプリケーションは、プライマリノード、競合解決などを含む完全なマルチマ
スターソリューションとしては意図されていません。

異なるノード上のデータが動作的に分離されている状況で双方向レプリケーションを使用します。つま
り、ノード A で動作しているアプリケーションによって変更されたデータ要素があり、そのノード A が
ノード B との双方向レプリケーションを実行するとします。ノード A のそのデータ要素は、ノード B で
動作するアプリケーションによって変更されることはありません。

AWS DMS では、次のデータベースエンジンでの双方向レプリケーションがサポートされています：

• Oracle
• SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL
• Amazon Aurora MySQL 互換エディション
• Aurora PostgreSQL 互換エディション

双方向レプリケーションタスクの作成
AWS DMS 双方向レプリケーションを有効にするには、両方のデータベース (A と B) のソースとターゲッ
トのエンドポイントを設定します。たとえば、データベース A のソースエンドポイント、データベース B 
のソースエンドポイント、データベース A のターゲットエンドポイント、データベース B のターゲットエ
ンドポイントを設定します。

次に、ソース A からターゲット B にデータを移動するタスクと、ソース B からターゲット A にデータを
移動するタスクの 2 つのタスクを作成します。さらに、各タスクでループバック防止が設定されているこ
とを確認します。これにより、両方のタスクのターゲットに同一の変更が適用されて、少なくとも一方の
タスクのデータが破損するのを防ぐことができます。詳細については、「ループバックの防止 (p. 529)」
を参照してください。

最も簡単な方法として、まずデータベース A とデータベース B の両方に同一のデータセットを作成しま
す。次に CDC 専用タスクを 2 つ作成します。1 つは A から B にデータをレプリケートするタスクで、も
う 1 つは B から A にデータをレプリケートするタスクです。

AWS DMS を使用してノード A からノード B の新しいデータセット (データベース) をインスタンス化す
るには、次の操作を行います。

1. データベース A から B にデータを移動するには全ロードおよび CDC タスクを使用します。この間、ア
プリケーションによりデータベース B のデータが変更されないようにしてください。

2. 全ロードが完了した後、アプリケーションがデータベース B のデータを変更できるようになる前に、
データベー ス B の時刻または CDC 開始位置をメモします。手順については、「CDC 開始ポイントか
らのレプリケーションの実行 (p. 524)」をご参照ください。

3. この開始時刻または CDC 開始位置を使用して、データベース B から A にデータを移動する CDC 専用
タスクを作成します。

Note

全ロードと CDC にできる双方向ペアのタスクは 1 つだけです。
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ループバックの防止
ループバックの防止について説明するため、タスク T1 で AWS DMS がソースデータベース A から変更ロ
グを読み取り、ターゲットデータベース B に変更内容を適用するとします。

次に、2 番目のタスクである T2 がソースデータベース B から変更ログを読み取り、ターゲットデータ
ベース A に適用します。T2 がこれを行う前に、DMS は、ソースデータベース A からターゲットデータ
ベース B に対して行われたのと同じ変更がソースデータベース B に対して行われていないことを確認す
る必要があります。つまり、DMS は、これらの変更がターゲットデータベース A にエコー (ループ) され
ないことを確認する必要があります。そうしないと、データベース A のデータが破損する可能性がありま
す。

変更のループバックを防止するには、各双方向レプリケーションタスクに次のタスク設定を追加します。
これにより、ループバックデータの破損がどちらの方向でも発生しなくなります。

{
. . . 

  "LoopbackPreventionSettings": { 
    "EnableLoopbackPrevention": Boolean, 
    "SourceSchema": String, 
    "TargetSchema": String
  },

. . .
}

LoopbackPreventionSettings タスク設定により、トランザクションが新規であるか、反対方
向のレプリケーションタスクからのエコーであるかが決まります。AWS DMS がトランザクショ
ンをターゲットデータベースに適用すると、DMS テーブル (awsdms_loopback_prevention) 
が変更のマークで更新されます。各トランザクションをターゲットに適用する前に、DMS はこの
awsdms_loopback_prevention テーブルへの参照を含むトランザクションをすべて無視します。した
がって、変更が適用されません。

これらのタスク設定は、双方向ペアの各レプリケーションタスクに含めます。これらの設定により、ルー
プバック防止が有効になります。さらに、各エンドポイントの awsdms_loopback_prevention テーブ
ルを含むタスク内の各ソースおよびターゲットデータベースのスキーマも指定します。

各タスクがそのようなエコーを識別して破棄できるようにするには、EnableLoopbackPrevention
を true に設定します。awsdms_loopback_prevention を含むソースでスキーマを指定するに
は、SourceSchema をソースデータベース内のそのスキーマの名前に設定します。同じテーブルを含む
ターゲットでスキーマを指定するには、TargetSchema をターゲットデータベース内のそのスキーマの名
前に設定します。

次の例では、レプリケーションタスク T1 とその反対方向のレプリケーションタスク T2 の
SourceSchema および TargetSchema 設定が、反対方向の設定で指定されています。

タスク T1 の設定は以下のとおりです。

{
. . . 

  "LoopbackPreventionSettings": { 
    "EnableLoopbackPrevention": true, 
    "SourceSchema": "LOOP-DATA", 
    "TargetSchema": "loop-data" 
  },

. . .
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}

反対方向のタスク T2 の設定は以下のとおりです。

{
. . . 

  "LoopbackPreventionSettings": { 
    "EnableLoopbackPrevention": true, 
    "SourceSchema": "loop-data", 
    "TargetSchema": "LOOP-DATA" 
  },

. . .
}

Note

AWS CLI を使用する場合、create-replication-task または modify-replication-task
コマンドだけを使用して、双方向レプリケーションタスクで LoopbackPreventionSettings
を設定します。

双方向レプリケーションの制限
AWS DMS の双方向レプリケーションには、次の制限があります。

• ループバック防止は、データ操作言語 (DML) ステートメントのみを追跡します。AWS DMS は、データ
定義言語 (DDL) ループバックの防止をサポートしていません。これを行うには、双方向ペアのいずれか
のタスクを、DDL ステートメントが除外されるように設定します。

• ループバック防止を使用するタスクは、一括変更のコミットをサポートしていません。ループバック防
止を使用してタスクを設定するには、BatchApplyEnabled を false に設定します。

• DMS 双方向レプリケーションには、競合の検出や解決は含まれていません。データの不整合を検出する
には、両方のタスクでデータ検証を使用します。

[Modifying a task] (タスクの変更)
タスクの設定、テーブルのマッピング、その他の設定を変更する必要がある場合、タスクを変更できま
す。また、変更したタスクを実行する前に、移行前評価を有効にして実行することもできます。コンソー
ルでタスクを選択し、[Modify] (変更) を選択して、タスクを変更できます。CLI コマンドまたは API オペ
レーションを使用することもできますModifyReplicationTask。

タスクの変更には、いくつかの制限があります。これには以下が含まれます。

• タスクのソースまたはターゲットエンドポイントは変更できません。
• タスクの移行タイプを変更することはできません。
• 実行されたタスクを変更する場合、タスクのステータスは [Stopped] (停止済み) または [Failed](失敗) で

ある必要があります。

タスクの移動
ユースケースに次のいずれかの状況が該当する場合は、タスクを別のレプリケーション インスタンスに移
動できます。
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• 現在、特定のタイプのインスタンスを使用していて、別のインスタンスタイプに切り替える必要がある
とします。

• 現在のインスタンスは多くのレプリケーション タスクによって過負荷になり、ロードを複数のインスタ
ンスに分割する必要があるとします。

• インスタンスストレージがいっぱいで、ストレージやコンピューティングのスケーリングの代替手段と
して、タスクをそのインスタンスからより強力なインスタンスに移動したいと考えています。

• AWS DMS の新しくリリースされた機能を使いたいが、新しいタスクを作成して移行を再開したくあり
ません。代わりに、レプリケーション インスタンスをこの機能をサポートする新しい AWS DMS バー
ジョンでスピンアップし、既存のタスクをそのインスタンスに移動したいとします。

コンソールでタスクを選択し、[Move] (移動) を選択して、タスクを移動できます。CLI コマンドまたは 
API オペレーション MoveReplicationTask を使用してタスクを移動することもできます。任意のデー
タベースエンジンを持つタスクをターゲットエンドポイントとして持つタスクは移動できます。

ターゲット レプリケーション インスタンスに、移動するタスクを保存するのに十分なストレージ領域があ
ることを確認します。それ以外の場合は、タスクを移動する前に、ターゲット レプリケーション インスタ
ンス用のスペースを確保するようにストレージをスケーリングします。

また、ターゲット レプリケーション インスタンスが同じまたはそれ以降の AWS DMS エンジンバージョ
ンで現在のレプリケーション インスタンスとして作成されていることを確認してください。

Note

• タスクを、現在常駐する同じレプリケーション インスタンスに移動することはできません。
• タスクが移動している間、タスクの設定は変更できません。
• 実行したタスクのステータスは移動する前に [Stopped] (停止) または [Failed] (失敗)、[Failed-

move] (移動失敗)である必要があります。

DMS タスクの移動に関連するタスクのステータスは[Moving] (移動中) と[Failed-move](移動失敗) の 2 つあ
ります。ステータス変更の詳細については、「タスクのステータス (p. 602)」をご参照ください。

タスクの移動後、移行前評価を有効にして実行し、移動したタスクを実行する前に、ブロックしている問
題をチェックできます。

タスク実行中のテーブル再ロード
タスクを実行中に、ソースのデータを使用して移行先データベースのテーブルを再ロードできます。タス
ク実行中にエラーが発生した際、またはパーティション操作によるデータの変更が生じた際に、テーブル
の再ロードが必要になる場合があります。タスクから最大で 10 までのテーブルを再ロードできます。

テーブルを再ロードしてもタスクは停止しません。

テーブルを再ロードするには、以下の条件を適用する必要があります。

• タスクが実行中であることが必要です。
• タスクの移行メソッドは、全ロードまたは CDC による全ロードであることが必要です。
• テーブルは複製できません。
• AWS DMS では、以前に読み込んだテーブル定義が保持されます。再ロードオペレーション中に再作

成されることはありません。テーブルが再ロードされる前に、ALTER TABLE ADD COLUMN、または 
DROP COLUMN などの DDL ステートメントを実行すると、再ロードオペレーションが失敗する可能性
があります。
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AWS Management Console
AWS DMS コンソールを使用してテーブルを再ロードする

1. にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS
でコンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS にアクセスするための適切なアクセス
許可があることを確認します。必要なアクセス権限の詳細については、「AWS DMS の使用に必要な 
IAM アクセス許可 (p. 679)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインから [Tasks] を選択します。
3. 再ロードするテーブルを含む実行中のタスクを選択します。
4. [テーブル統計] タブを選択します。
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5. 再ロードするテーブルを選択します。タスクがすでに実行されていない場合は、テーブルを再ロード
できません。

6. [Reload table data (テーブルデータの再ロード)] を選択します。
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AWS DMS でテーブルの再ロードを準備中である場合は、コンソールでテーブルの状態が [Table is being 
reloaded (テーブルを再ロード中)] に変更されます。

テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指
定する

テーブルマッピングは、データソース、ソーススキーマ、データ、そしてタスク実行中に必要なすべての
変換を指定するための複数のルールタイプを使用します。テーブルマッピングを使用して、データベース
で移行する個々のテーブルや、移行に使用するスキーマを指定できます。

テーブルマッピングを使用する場合、フィルタを使用して、テーブルの列からレプリケートするデータを
指定できます。さらに、変換を使用して、選択したスキーマ、テーブル、またはビューをターゲットデー
タベースに書き込む前に変更できます。

トピック
• コンソールからテーブル選択および変換を指定する (p. 534)
• JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する (p. 537)
• 選択ルールと選択アクション (p. 538)
• テーブルマッピング内のワイルドカード (p. 542)
• 変換ルールおよび変換アクション (p. 543)
• 変換ルール式を使用した列の内容の定義 (p. 556)
• テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション (p. 565)

Note

MongoDB ソース エンドポイントのテーブルマッピングを使用する場合、フィルタを使用して
レプリケーション対象のデータを指定し、schema_name の代わりにデータベース名を指定しま
す。デフォルト "%" を使用できます。

コンソールからテーブル選択および変換を指定する
AWS Management Console コンソールを使用して、テーブルの選択、変換の指定などのテーブルマッピ
ングを実施できます。コンソールで、[Where (場所)] セクションを使用してスキーマ、テーブル、および
アクションを含めるか除外するかを指定できます。[フィルタ] セクションを使用して、レプリケーション
タスクに適用する、テーブルの列の名前と条件を指定します。これら 2 つのアクションを合わせて、選択
ルールを作成します。

選択ルールを 1 つ以上指定した後に、変換をテーブルマッピングに含めることができます。変換を使用し
て、スキーマまたはテーブルの名前を変更したり、スキーマまたはテーブルにプレフィックスやサフィッ
クスを追加したり、テーブルの列を削除したりできます。

Note

AWS DMS は、スキーマレベルまたはテーブルレベルごとに複数の変換ルールをサポートしてい
ません。ただし、AWS DMS では、列レベルごとに複数の変換ルールがサポートされています。

次の手順は、EntertainmentAgencySample という名前のスキーマ内の Customers という名前のテー
ブルに基づいて、選択ルールを設定する方法を示しています。

テーブルの選択を指定するには、コンソールを使用して、条件と変換でフィルタリングします。

1. にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS
でコンソールを開きます。
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IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS にアクセスするための適切なアクセス
許可があることを確認します。必要なアクセス権限の詳細については、「AWS DMS の使用に必要な 
IAM アクセス許可 (p. 679)」をご参照ください。

2. 「ダッシュボード」ページで、「データベース移行タスク」を選択します。
3. [タスクの作成] を選択します。
4. タスク設定セクションで、タスク識別子、レプリケーションインスタンス、ソースデータベースエン

ドポイント、ターゲットデータベースエンドポイント、移行タイプなどのタスク情報を入力します。

5. テーブルマッピングセクションで、スキーマ名とテーブル名を入力します。スキーマ名またはテーブ
ル名を指定するとき、「%」をワイルドカード値として使用できます。使用できるワイルドカードの
詳細については、「the section called “テーブルマッピング内のワイルドカード” (p. 542)」をご参照
ください。フィルタを使用して、定義されたデータを含める、除外するかなど、実行するアクション
を指定します。
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6. [Add column filter (列フィルタの追加)] および [条件の追加] リンクを使用して、フィルタ情報を指定し
ます。

a. まず、[Add column filter (列フィルタの追加)] を選択して列と条件を指定します。
b. [追加] を選択してその他の条件を追加します。

以下の例は、01 から 85 の間に AgencyIDs を含む Customers テーブルのフィルタを示していま
す。

7. 必要な選択を作成したら、[新しい選択ルールを追加] を選択します。
8. 選択ルールを 1 つ以上作成したら、タスクに変換を追加できます。[add transformation rule (変換ルー

ルの追加)] を選択します。
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9. 変換を希望するターゲットを選択し、必要な追加情報を入力します。以下の例は、Customer テーブ
ルから AgencyStatus 列を削除する変換を示しています。

10. [Add transformation rule] を選択します。
11. [Create task] (タスクの作成) を選択します。

Note

AWS DMS は、スキーマレベルまたはテーブルレベルごとに複数の変換ルールをサポートしてい
ません。ただし、AWS DMS では、列レベルごとに複数の変換ルールがサポートされています。

JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する
移行時に適用するテーブルマッピングを指定するには、JSON ファイルを作成します。コンソールを使用
して移行タスクを作成する場合は、この JSON ファイルを参照するか、テーブルマッピングボックスに 
JSON を直接入力できます。CLI または API を使用して移行を実行する場合、CreateReplicationTask
または ModifyReplicationTask API オペレーションの TableMappings パラメータを使用してこの
ファイルを指定できます。

使用するテーブル、ビュー、スキーマを指定できます。テーブル、ビュー、スキーマの変換を実行
し、AWS DMS が個々のテーブルとビューをロードする方法の設定を指定することもできます。これらの
オプションのテーブルマッピングルールは、次のルールタイプを使用して作成します。

• selection ルール - ロードするソーステーブル、ビュー、スキーマのタイプと名前を識別します。詳細
については、「選択ルールと選択アクション (p. 538)」を参照してください。

• transformation ルール - ターゲットにロードする前に、ソースの特定のソーステーブルとスキー
マに対する特定の変更または追加を指定します。詳細については、「 変換ルールおよび変換アクショ
ン (p. 543)」を参照してください。

また、新しい列と既存の列の内容を定義するには、変換ルール内で式を使用できます。詳細について
は、「変換ルール式を使用した列の内容の定義 (p. 556)」を参照してください。
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• table-settings ルール - DMS タスクが個々のテーブルのデータをロードする方法を指定します。詳
細については、「テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション (p. 565)」を参照してくださ
い。

Note

また、Amazon S3 ターゲットでは、post-processing ルールタイプおよび add-tag ルールア
クションを使用して、選択したテーブルとスキーマに S3 オブジェクトにマッピングされたタグ
付けを行うことができます。詳細については、「Amazon S3 オブジェクトのタグ付け (p. 371)」
を参照してください。
次のターゲットでは、object-mapping ルールタイプを使用して選択したスキーマおよびテーブ
ルをターゲットに移行する方法と場所を指定できます:

• Amazon DynamoDB - 詳細については、DynamoDB にデータを移行するためのオブジェクト
マッピングの使用 (p. 401)をご覧ください。

• Amazon Kinesis - 詳細については、「Kinesis データストリームにデータを移行するためのオブ
ジェクトマッピングの使用 (p. 419)」をご参照ください。

• Apache Kafka - 詳細については、「データを Kafka トピックに移行するためのオブジェクト
マッピングの使用 (p. 436)」をご参照ください。

選択ルールと選択アクション
テーブルマッピングを使用すると、選択ルールと選択アクションを使用することで、使用するテーブル、
ビューやスキーマを指定できます。選択ルールタイプを使用するテーブルマッピングルールの場合、次の
値を適用できます。

パラメータ 使用できる値: 説明

rule-type selection 選択ルール。テーブルマッピングを指定
するときは、少なくとも 1 つの選択ルー
ルを定義します。

rule-id 数値。 ルールを識別する一意の数値。

rule-name 英数字値。 ルールを特定する一意な名前。

rule-action include, exclude, explicit ルールによって選択されたオブジェクト
を含めたり、除外する値。explicit を
指定した場合、明示的に指定したテーブ
ルおよびスキーマに該当する 1 つだけの
オブジェクトを選択して含めることがで
きます。

object-locator 以下のパラメータを使用するオブジェク
ト。

• schema-name – スキーマの名前。
• table-name - テーブルの名前。
• (オプション) table-type – table 
| view | all は、table-name が
テーブルまたはビュー、テーブルと
ビューの両方を参照するかどうかを示
します。デフォルトは table です。

ルールが適用されるスキーマ、テーブル
またはビューごとの名前。ルールにテー
ブルのみを含めるか、ビューのみを含
めるか、テーブルとビューの両方を含め
るかを指定することもできます。rule-
action が include あるいは exclude
の場合、schema-name および table-
name パラメータの一部あるいはすべて
の値に「%」パーセント記号をワイルド
カードとして使用できます。使用でき
るワイルドカードの詳細については、
「the section called “テーブルマッピン
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パラメータ 使用できる値: 説明
AWS DMS は、全ロードタスクでの
みビューをロードします。全ロードと
継続的レプリケーションの変更データ
キャプチャ (CDC) タスクのみロード
される場合は、 full-load-only ビュー
ロードされるタスクを少なくとも 1 つ
構成します。

全ロード (例：Amazon OpenSearch 
Service) であっても、すべてのター
ゲットエンドポイントがビューをレプ
リケーションのソースとして受け入れ
るわけではありません。ターゲット 
エンドポイントの制限を確認します。

グ内のワイルドカード” (p. 542)」をご
参照ください。したがって、これらの項
目には以下を対応させることができま
す。

• 単一のスキーマ内の単一のテーブルま
たはビューまたはコレクション

• 一部またはすべてのスキーマの単一の
テーブルまたはビューまたはコレク
ション

• 単一のスキーマの一部またはすべての
テーブルとビュー、または単一のデー
タベースのコレクション

• 一部またはすべてのスキーマの一部ま
たはすべてのテーブルとビュー、また
は、一部またはすべてのデータベース
のコレクション

rule-action が explicit の場合、1 
つのテーブル、ビューとそのスキーマ
（ワイルドカードなし）の正確な名前の
みを指定できます。

ビューでサポートされているソースは次
のとおりです。

• Oracle
• Microsoft SQL Server
• PostgreSQL
• IBM Db2 LUW
• SAP Adaptive Server Enterprise 

(ASE)
• MySQL
• AURORA
• Aurora Serverless
• MariaDB

Note

AWS DMS はソースビューを
ターゲットビューにロードしま
せん。ソースビューは、ソース
のビューと同じ名前のターゲッ
ト上の同等のテーブルにロード
されます。

コレクションを含むデータベースでサ
ポートされているソースは次のとおりで
す：

• MongoDB
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パラメータ 使用できる値: 説明
• Amazon DocumentDB

load-order 正の整数。最大値は 2,147,483,647 で
す。

テーブルとビューを読み込むための優先
度。値が大きいテーブルとビューが最初
に読み込まれます。

filters オブジェクトの配列。 ソースをフィルタリングする 1 つ以上の
オブジェクト。ソースの単一の列でフィ
ルタリングするオブジェクトパラメー
タを指定します。複数の列をフィルタリ
ングする複数のオブジェクトを指定しま
す。詳細については、「ソースフィルタ
の使用 (p. 585)」をご参照ください。

Example スキーマ内のすべてのテーブルの移行

以下の例では、ソース内の Test という名前のスキーマからすべてのテーブルをターゲットエンドポイン
トに移行します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        } 
    ]
}

Example スキーマの一部のテーブルの移行

以下の例では、ソース内の Test という名前のスキーマから、先頭が DMS のテーブルを除くすべてのテー
ブルをターゲットエンドポイントに移行します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "DMS%" 
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            }, 
            "rule-action": "exclude" 
        } 
    ]
}

Example 単一のスキーマで指定した単一のテーブルの移行

以下の例では、ソース内の NewCust スキーマから Customer テーブルをターゲットエンドポイントに移
行します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "NewCust", 
                "table-name": "Customer" 
            }, 
            "rule-action": "explicit" 
        } 
    ]
}

Note

複数の選択ルールを指定することで、複数のテーブルとスキーマを明示的に選択できます。

Example 設定順でテーブルを移行

以下の例は、2 つのテーブルを移行します。テーブルloadfirst (優先度 2) はテーブルより先に初期化さ
れますloadsecond。

{
"rules": [ 
     { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "loadsecond" 
                 }, 
        "rule-action": "include", 
     "load-order": "1" 
        }, 
 { 
     "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "loadfirst" 
            }, 
            "rule-action": "include", 
     "load-order": "2" 
         } 
    ]     
}
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Note

load-orderテーブルの初期化に適用できます。次のテーブルのロードは、1 より大きい場
合MaxFullLoadSubTasks、前回のテーブルロードが完了するまで待ちません。

Example スキーマの一部のビューの移行

以下の例では、ソースの Test という名前のスキーマからターゲット内の同等のテーブルに、一部の
ビューを移行します。

{ 
   "rules": [ 
        { 
           "rule-type": "selection", 
           "rule-id": "2", 
           "rule-name": "2", 
           "object-locator": { 
               "schema-name": "Test", 
               "table-name": "view_DMS%", 
               "table-type": "view" 
            }, 
           "rule-action": "include" 
        } 
    ]
}

Example スキーマ内のすべてのテーブルとビューの移行

以下の例では、ソースの report という名前のスキーマからターゲット内の同等のテーブルに、すべての
テーブルとビューを移行します。

{ 
   "rules": [ 
        { 
           "rule-type": "selection", 
           "rule-id": "3", 
           "rule-name": "3", 
           "object-locator": { 
               "schema-name": "report", 
               "table-name": "%", 
               "table-type": "all" 
            }, 
           "rule-action": "include" 
        } 
    ]
}

テーブルマッピング内のワイルドカード
このセクションでは、テーブル マッピングのスキーマおよびテーブル名を指定するときに使用できるワイ
ルドカードについて説明します。

ワイルドカード マッチ

% Zero or more characters

_ A single character
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ワイルドカード マッチ

[_] A literal underscore character

[ab] A set of characters. For example, 
[ab] matches either 'a' or 'b'.

[a-d] A range of characters. For 
example,[a-d] matches either 'a', 
'b', 'c', or 'd'.

Oracle のソースエンドポイントとターゲットエンドポイントでは、escapeCharacter追加の接続属性を
使用してエスケープ文字を指定できます。エスケープ文字を使用すると、指定したワイルドカード文字を
ワイルドではないかのように式で使用できます。たとえば、'#'escapeCharacter=# を使用すると、この
サンプルコードのように、ワイルドカード文字を式内の通常の文字と同じように扱うことができます。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "542485267", 
            "rule-name": "542485267", 
            "object-locator": { "schema-name": "ROOT", "table-name": "TEST#_T%" }, 
            "rule-action": "include", 
            "filters": [] 
        } 
    ]
}

ここで、エスケープ文字「#」を使用すると、ワイルドカード文字「_」が通常の文字として機能します。 
AWS DMS指定されたスキーマのテーブルを選択します。各テーブルにはROOT、TEST_Tプレフィックス
として名前が付けられています。

変換ルールおよび変換アクション
選択したスキーマ、テーブルまたはビューに適用する変換を指定するには、変換アクションを使用しま
す。変換ルールはオプションです。

制限事項
• 同じオブジェクト (スキーマ、テーブル、カラム、テーブルテーブルスペース、またはインデックス

テーブルスペース) に対して複数の変換ルールアクションを適用することはできません。各変換アク
ションが異なるオブジェクトに適用される限り、どのレベルでも複数の変換ルールアクションを適用で
きます。

• 変換ルールのテーブル名および列名では大文字と小文字が区別されます。たとえば、Oracle データベー
スまたは Db2 データベースのテーブル名と列名は大文字で指定する必要があります。

• 右から左に読む言語の列名では、変換はサポートされません。
• 変換は、名前に特殊文字 (#、\、/、-など) を含む列では実行できません。
• BLOB/CLOB データ型にマップされる列でサポートされる唯一の変換は、ターゲットに列を削除するこ

とです。
• AWS DMSは、2 つのソーステーブルを 1 つのターゲットテーブルに複製することをサポートしていま

せん。 AWS DMSレプリケーションタスクの変換ルールに従って、テーブルからテーブルへ、および列
から列へとレコードを複製します。オブジェクト名は、重複しないように一意でなければなりません。

たとえば、IDソーステーブルにはという名前の列があり、対応するターゲットテーブルにはとい
う既存の列がありますid。ADD-COLUMNルールでステートメントを使用してという新しい列を追加
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しid、SQLite ステートメントを使用して列にカスタム値を入力すると、idという名前の重複したあい
まいなオブジェクトが作成され、サポートされません。

値
変換ルールタイプを使用するテーブルマッピングルールの場合、次の値を適用できます。

パラメータ 使用できる値: 説明

rule-type transformation 選択ルールにより指定された各オブジェ
クトにルールを適用する値。特に明記さ
れていない限り、transformation を
使用します。

rule-id 数値。 ルールを識別する一意の数値。

rule-name 英数字値。 ルールを特定する一意な名前。

object-locator 以下のパラメータを使用するオブジェク
ト。

• schema-name – スキーマの
名前。MongoDB と Amazon 
DocumentDB エンドポイントの場
合、これはコレクションの集合を保持
するデータベースの名前です。

• table-name – テーブルまたはビュー
またはコレクションの名前。

• table-tablespace-name - 既存の
テーブルのテーブルスペース名。

• index-tablespace-name - 既存の
インデックスのテーブルスペース名。

• column-name - 既存の列の名前。
• data-type - 既存の列データ型の名

前。

ルールが適用される各スキーマ、テーブ
ルまたはビュー、テーブルのテーブルス
ペース、インデックスのテーブルスペー
ス、および列の名前。data-type を除
く各 object-locator パラメータの値
のすべてあるいは一部で、「%」パーセ
ント記号をワイルドカードとして使用で
きます。したがって、これらの項目には
以下を対応させることができます。

• 単一のスキーマ内の単一のテーブルま
たはビュー

• 一部またはすべてのスキーマの単一の
テーブルまたはビュー

• 単一のスキーマの一部またはすべての
テーブルとビュー

• 一部またはすべてのスキーマの一部ま
たはすべてのテーブルとビュー

• 指定したテーブル、ビュー、スキーマ
内の 1 つ以上の列。

• 複数の列が指定されている場合、指定
された data-type を持つ列。data-
type の指定可能な値については 、
次の表で説明されている「data-
type」をご参照ください。

また、table-tablespace-name ある
いは index-tablespace-name パラ
メータは、Oracle ソースのエンドポイ
ントと一致させるためのみに使用でき
ます。table-tablespace-name また
は index-tablespace-name を単一
のルールで指定できますが、両方を指定
することはできません。したがって、以
下の項目のいずれかを一致させることが
できます。
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パラメータ 使用できる値: 説明
• 1 つ、一部、あるいはすべてのテーブ

ルのテーブルスペース
• 1 つ、一部、あるいはすべてのイン

デックスのテーブルスペース

rule-action add-column, include-column,
remove-column

rename

convert-lowercase, convert-
uppercase

add-prefix, remove-prefix,
replace-prefix

add-suffix, remove-suffix,
replace-suffix

define-primary-key

change-data-type

add-before-image-columns

オブジェクトに適用する変換。すべて変
換ルールアクションでは、大文字と小文
字が区別されます。

rule-action パラメータの add-
column 値は、テーブルに列を追加しま
す。ただし、同じテーブルの既存の列と
同じ名前の新しい列を追加することはで
きません。

data-type パラメータおよび
expression パラメータとともに使用
すると、add-column は新しい列デー
タの値を指定します。

rule-action の change-data-type
の値は、column ルールターゲットに対
してのみ使用できます。

include-column パラメータのrule-
actionの値により、テーブルのモー
ドを[drop all columns by default](デ
フォルトですべての列を削除する)
と[include the columns specified](指定し
た列を含める)に変更します。複数の列
は、include-column ルールを複数回
呼び出してターゲットに含まれます。

rule-target schema, table, column, table-
tablespace, index-tablespace

変換するオブジェクトのタイプ。

table-tablespace および index-
tablespace の値は、Oracle ターゲッ
トエンドポイントでのみ使用できます。

object-locator: table-
tablespace-name または index-
tablespace-name 名の一部として指
定するパラメータの値を指定してくださ
い。

value ターゲットタイプの名前付けルールに
従った英数字値。

入力が必要なアクションの新しい値 
(rename など)。

old-value ターゲットタイプの名前付けルールに
従った英数字値。

置き換えが必要なアクションの古い値 
(replace-prefix など)。
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パラメータ 使用できる値: 説明

data-type type – rule-action が add-column
である場合に使用するデータ型、または
rule-action が change-data-type
である場合は置換データ型。

または、rule-action が change-
data-type、column-name の値が
"%"、かつ既存のデータ型を識別するた
めの追加の data-type パラメータが
object-locator に含まれる場合の置
換データ型の名前。

AWS DMS は、次の DMS データ型の
列データ型変換をサポートしていま
す。"bytes", "date", "time", 
"datetime", "int1", "int2", 
"int4", "int8", "numeric", 
"real4", "real8", "string", 
"uint1", "uint2", "uint4", 
"uint8", "wstring", "blob", 
"nclob", "clob", "boolean", 
"set", "list" "map", "tuple"

precision - 追加された列または置換
データ型に精度がある場合は、精度を指
定する整数値。

scale-追加された列または置換データ
型にスケール、整数値、日時値がある場
合は、スケールを指定します。

length— 新しい列データの長さ (と一
緒に使用した場合add-column)

次は、置換する既存のデータ型を指
定する data-type パラメータの例で
す。この既存の data-type パラメータ
は、column-name の値が次に示す "%"
である場合に object-locator に含ま
れます。

 
 . 
 . 
 .
"object-locator": {  
    "schema-name": "dbo",  
    "table-name": "dms",  
    "column-name": "%",  
    "data-type": "int2"
},
"data-type": {  
    "type": "int8" } 

ここでは、int2 データ型を持つ列はす
べて、int8 データ型に置き換えられま
す。

data-type の length 値は、add-
column ルールアクションの column
ルールターゲットでのみ使用できます。

expression SQLite 構文に続く英数字の値。 rule-action を rename-schema に
設定して使用すると、expression パ
ラメータは新しいスキーマを指定しま
す。rule-action を rename-table
に設定して使用すると、expression
は新しいテーブルを指定します。rule-
action を rename-column に設定し
て使用すると、expression は新しい
列の値を指定します。

rule-action を add-column に設定
して使用すると、expression は新し
い列を構成するデータを指定します。

変換ルールに式を使用する方法の詳細に
ついては、「変換ルール式を使用した列
の内容の定義 (p. 556)」をご参照くだ
さい。
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パラメータ 使用できる値: 説明

primary-key-
def

以下のパラメータを使用するオブジェク
ト。

• name - テーブルまたはビューの新し
いプライマリ キーまたは一意のイン
デックスの名前。

• (オプション) origin – 定義する一意
のキーのタイプ： primary-key (デ
フォルト) または unique-index。

• columns - プライマリ キーあるいは
一意のインデックスに表示される順
番の列の名前をリストした文字列の配
列。

このパラメータでは、変換されたテーブ
ルまたはビューの一意のキーの名前、
タイプ、内容を定義できます。rule-
action が define-primary-key に
設定され、rule-target が table に
設定されている場合にこの処理を行いま
す。デフォルトでは、一意のキーはプラ
イマリキーとして定義されます。

before-image-
def

以下のパラメータを使用するオブジェク
ト。

• column-prefix - 列名の前に付加さ
れる値。デフォルト値は BI_ です。

• column-suffix - 列名に付加される
値。デフォルトは空です。

• column-filter – pk-only ( デフォ
ルト)、non-lob (オプション)、all
(オプション) のいずれかの値が必要で
す。

このパラメータは、前イメージ列を
識別するための命名規則を定義し、
ターゲット上に作成された前イメー
ジ列を持つことができるソース列を
識別するためのフィルターを指定しま
す。rule-action が add-before-
image-columns に設定され、rule-
target が column に設定されている場
合に、このパラメータを指定できます。

column-prefix と column-suffix
の両方を空の文字列に設定しないでくだ
さい。

[column-filter] では以下を選択しま
す。

• pk-only - テーブルのプライマリ 
キーの一部である列のみを追加しま
す。

• non-lob - LOB タイプではない列の
みを追加します。

• all - 前イメージの値を持つ任意の列
を追加します。

AWS DMS ターゲットエンドポイント
の前イメージのサポートの詳細について
は、以下をご参照ください:

• 前イメージを使用した Kinesis データ
ストリームの CDC 行の元の値のター
ゲットとしての表示 (p. 416)

• ターゲットとして Apache Kafka の 
CDC 行の元の値を表示するために前
イメージを使用 (p. 432)
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例
Example スキーマの名前変更

以下の例では、スキーマの名前をソースでの Test からターゲットでの Test1 に変更します。

{ 

    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "transformation", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "rule-action": "rename", 
            "rule-target": "schema", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test" 
            }, 
            "value": "Test1" 
        } 
    ]
}

Example テーブル名の変更

以下の例では、テーブルの名前をソースでの Actor からターゲットでの Actor1 に変更します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "transformation", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "rule-action": "rename", 
            "rule-target": "table", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "Actor" 
            }, 
            "value": "Actor1" 
        } 
    ]
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}

Example 列名の変更

以下の例では、テーブル Actor の列の名前をソースでの first_name からターゲットでの fname に変
更します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
         { 
            "rule-type": "transformation", 
            "rule-id": "4", 
            "rule-name": "4", 
            "rule-action": "rename", 
            "rule-target": "column", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "Actor", 
                "column-name" : "first_name" 
            }, 
            "value": "fname" 
        } 
    ]
}

Example Oracle テーブルのテーブルスペースの名前変更

次の例では、Oracle ソースの Actor という名前のテーブルの SetSpace という名前のテーブルのテーブ
ルスペースを、Oracle のターゲットエンドポイントで SceneTblSpace に名前変更します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Play", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "transformation", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "rule-action": "rename", 
            "rule-target": "table-tablespace", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Play", 
                "table-name": "Actor", 
                "table-tablespace-name": "SetSpace" 
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            }, 
            "value": "SceneTblSpace" 
        } 
    ]
}

Example Oracle インデックスのテーブルスペースの名前変更

以下の例では、Oracle ソースの Actor という名前のテーブルの SetISpace という名前のインデックス
のテーブルスペースを、Oracle のターゲットエンドポイントで SceneIdxSpace に名前変更します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Play", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "transformation", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "rule-action": "rename", 
            "rule-target": "table-tablespace", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Play", 
                "table-name": "Actor", 
                "table-tablespace-name": "SetISpace" 
            }, 
            "value": "SceneIdxSpace" 
        } 
    ]
}

Example 列の追加

次の例では、スキーマ test のテーブル Actor に datetime 列を追加します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "transformation", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "rule-action": "add-column", 
            "rule-target": "column", 
            "object-locator": { 
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                "schema-name": "test", 
                "table-name": "actor" 
            }, 
            "value": "last_updated", 
            "data-type": { 
                "type": "datetime", 
                "precision": 6 
            } 
        } 
    ]
}

Example 列の削除

以下の例では、ソース内の Actor という名前のテーブルを変換し、先頭文字が col のすべての列をター
ゲットから削除します。

{ 
  "rules": [{ 
  "rule-type": "selection", 
  "rule-id": "1", 
  "rule-name": "1", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "test", 
   "table-name": "%" 
  }, 
  "rule-action": "include" 
 }, { 
  "rule-type": "transformation", 
  "rule-id": "2", 
  "rule-name": "2", 
  "rule-action": "remove-column", 
  "rule-target": "column", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "test", 
   "table-name": "Actor", 
   "column-name": "col%" 
  } 
 }] 
 }

Example [Convert to lowercase] (小文字に変換)

以下の例では、テーブルの名前をソースでの ACTOR からターゲットでの actor に変換します。

{ 
 "rules": [{ 
  "rule-type": "selection", 
  "rule-id": "1", 
  "rule-name": "1", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "test", 
   "table-name": "%" 
  }, 
  "rule-action": "include" 
 }, { 
  "rule-type": "transformation", 
  "rule-id": "2", 
  "rule-name": "2", 
  "rule-action": "convert-lowercase", 
  "rule-target": "table", 
  "object-locator": { 
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   "schema-name": "test", 
   "table-name": "ACTOR" 
  } 
 }]
}

Example 大文字への変換

次の例では、すべてのテーブルおよびすべてのスキーマ内のすべての列を、ソースでの小文字からター
ゲットでの大文字に変換します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "transformation", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "rule-action": "convert-uppercase", 
            "rule-target": "column", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%", 
                "column-name": "%" 
            } 
        } 
    ]
}

Example プレフィックスの追加

以下の例では、ソース内のすべてのテーブルを変換し、ターゲットではそれらのテーブルにプレフィック
ス DMS_ を追加します。

{ 
  "rules": [{ 
  "rule-type": "selection", 
  "rule-id": "1", 
  "rule-name": "1", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "test", 
   "table-name": "%" 
  }, 
  "rule-action": "include" 
 }, { 
  "rule-type": "transformation", 
  "rule-id": "2", 
  "rule-name": "2", 
  "rule-action": "add-prefix", 
  "rule-target": "table", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "test", 
   "table-name": "%" 
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  }, 
  "value": "DMS_" 
 }] 
  
}

Example プレフィックスの置き換え

以下の例では、ソースでプレフィックス Pre_ を含むすべての列を変換し、ターゲットではプレフィック
スを NewPre_ に置き換えます。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "transformation", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "rule-action": "replace-prefix", 
            "rule-target": "column", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%", 
                "column-name": "%" 
            }, 
            "value": "NewPre_", 
            "old-value": "Pre_" 
        } 
    ]
}

Example サフィックスの削除

以下の例では、ソース内のすべてのテーブルを変換し、ターゲットではそれらのテーブルからサフィック
ス _DMS を削除します。

{ 
 "rules": [{ 
  "rule-type": "selection", 
  "rule-id": "1", 
  "rule-name": "1", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "test", 
   "table-name": "%" 
  }, 
  "rule-action": "include" 
 }, { 
  "rule-type": "transformation", 
  "rule-id": "2", 
  "rule-name": "2", 
  "rule-action": "remove-suffix", 
  "rule-target": "table", 
  "object-locator": { 
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   "schema-name": "test", 
   "table-name": "%" 
  }, 
  "value": "_DMS" 
 }]
}

Example プライマリキーの定義

次の例では、ターゲットエンドポイントに移行した ITEM テーブルの 3 つの列の ITEM-primary-key と
いう名前のプライマリキーを定義します。

{ 
 "rules": [{ 
  "rule-type": "selection", 
  "rule-id": "1", 
  "rule-name": "1", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "inventory", 
   "table-name": "%" 
  }, 
  "rule-action": "include" 
 }, { 
  "rule-type": "transformation", 
  "rule-id": "2", 
  "rule-name": "2", 
  "rule-action": "define-primary-key", 
  "rule-target": "table", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "inventory", 
   "table-name": "ITEM" 
  }, 
  "primary-key-def": { 
   "name": "ITEM-primary-key", 
   "columns": [ 
    "ITEM-NAME", 
    "BOM-MODEL-NUM", 
    "BOM-PART-NUM" 
   ] 
              } 
 }]
}

Example 一意のインデックスの定義

次の例では、ターゲットエンドポイントに移行した ITEM テーブルの 3 つの列の ITEM-unique-idx と
いう名前の一意のインデックスを定義します。

{ 
 "rules": [{ 
  "rule-type": "selection", 
  "rule-id": "1", 
  "rule-name": "1", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "inventory", 
   "table-name": "%" 
  }, 
  "rule-action": "include" 
 }, { 
  "rule-type": "transformation", 
  "rule-id": "2", 
  "rule-name": "2", 
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  "rule-action": "define-primary-key", 
  "rule-target": "table", 
  "object-locator": { 
   "schema-name": "inventory", 
   "table-name": "ITEM" 
  }, 
  "primary-key-def": { 
   "name": "ITEM-unique-idx", 
   "origin": "unique-index", 
   "columns": [ 
    "ITEM-NAME", 
    "BOM-MODEL-NUM", 
    "BOM-PART-NUM" 
   ] 
              } 
 }]
}

Example ターゲット列のデータ型の変更

次の例では、SALE_AMOUNT という名前のターゲット列のデータ型を既存のデータ型から int8 に変更し
ます。

{ 
    "rule-type": "transformation", 
    "rule-id": "1", 
    "rule-name": "RuleName 1", 
    "rule-action": "change-data-type", 
    "rule-target": "column", 
    "object-locator": { 
        "schema-name": "dbo", 
        "table-name": "dms", 
        "column-name": "SALE_AMOUNT" 
    }, 
    "data-type": { 
        "type": "int8" 
    }
}

Example 前イメージ列の追加

emp_no という名前のソース列の場合、次の例の変換ルールによって、ターゲットに BI_emp_no という
名前の新しい列が追加されます。

{ 
 "rules": [{ 
   "rule-type": "selection", 
   "rule-id": "1", 
   "rule-name": "1", 
   "object-locator": { 
    "schema-name": "%", 
    "table-name": "%" 
   }, 
   "rule-action": "include" 
  }, 
  { 
   "rule-type": "transformation", 
   "rule-id": "2", 
   "rule-name": "2", 
   "rule-target": "column", 
   "object-locator": { 
    "schema-name": "%", 
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    "table-name": "employees" 
   }, 
   "rule-action": "add-before-image-columns", 
   "before-image-def": { 
    "column-prefix": "BI_", 
    "column-suffix": "", 
    "column-filter": "pk-only" 
   } 
  } 
 ]
}

ここでは、次のステートメントは、対応する行の BI_emp_no 列に 1 を代入します。

UPDATE employees SET emp_no = 3 WHERE BI_emp_no = 1;

サポートされている AWS DMS ターゲットに CDC 更新を書き込むと、emp_no 列内の値が更新された行
は BI_emp_no 列からわかります。

変換ルール式を使用した列の内容の定義
新しい列と既存の列の内容を定義するには、変換ルール内で式を使用します。たとえば、式を使用する
と、列を追加したり、ソーステーブルヘッダーをターゲットにレプリケートしたりできます。また、式を
使用して、ターゲットテーブルのレコードに、ソースで挿入済み、更新済み、または削除済みというフラ
グを付けることもできます。

トピック
• 式を使用した列の追加 (p. 556)
• 式を使用したターゲットレコードのフラグ付け (p. 557)
• 式を使用したソーステーブルヘッダーのレプリケート (p. 557)
• SQLite 関数を使用して式を構築する (p. 559)
• 式を使用したターゲット テーブルへのメタデータ追加 (p. 564)

式を使用した列の追加
変換ルールの式を使用してテーブルに列を追加するには、add-column ルールアクションと column ルー
ルターゲットを使用します。

次の使用例は、ITEM テーブルに新しい列を追加します。新しい列名が FULL_NAME に設定されます。
データ型は string、長さは 50 文字です。式は、2 つの既存の列の値 FIRST_NAME および LAST_NAME
を連結して FULL_NAME を評価します。schema-name および table-name、式パラメータは、ソース 
データベーステーブル内のオブジェクトを参照します。Value と data-type ブロックは、ターゲット 
データベーステーブル内のオブジェクトを参照します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rule-type": "selection",  
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 

556



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
変換ルール式を使用した列の内容の定義

        }, 
        { 
            "rule-type": "transformation", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "rule-action": "add-column", 
            "rule-target": "column", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "Test", 
                "table-name": "ITEM" 
            }, 
            "value": "FULL_NAME", 
            "expression": "$FIRST_NAME||'_'||$LAST_NAME", 
            "data-type": { 
                 "type": "string", 
                 "length": 50 
            } 
        } 
    ]
}

式を使用したターゲットレコードのフラグ付け
ターゲットテーブルのレコードにソーステーブルで挿入済み、更新済み、または削除済みというフラグを
付けるには、変換ルールで式を使用します。式は、operation_indicator 関数を使用してレコードに
フラグを付けます。ソースから削除されたレコードは、ターゲットから削除されません。代わりに、ター
ゲットレコードには、ソースから削除されたことを示すユーザー指定の値でフラグが付けられます。

Note

operation_indicatorこの関数は、ソースデータベースとターゲットデータベースの両方に主
キーがあるテーブルでのみ機能します。

たとえば、次の変換ルールは、まずターゲットテーブルに新しい Operation 列を追加します。次に、
ソーステーブルからレコードが削除されるたびに、値 D で列を更新します。

{ 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "rule-target": "column", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "%", 
        "table-name": "%" 
      }, 
      "rule-action": "add-column", 
      "value": "Operation", 
      "expression": "operation_indicator('D', 'U', 'I')", 
      "data-type": { 
        "type": "string", 
        "length": 50 
      }
}

式を使用したソーステーブルヘッダーのレプリケート
デフォルトでは、ソーステーブルのヘッダーはターゲットにレプリケートされません。レプリケートする
ヘッダーを指定するには、テーブルの列ヘッダーを含む式を含む変換ルールを使用します。

式では、次の列ヘッダーを使用できます。
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[Header] (ヘッダー) 継続的なレプリケー
ションの値

全ロードの値 データ型

AR_H_STREAM_POSITIONソースからのストリー
ム位置の値。この値
は、ソースエンドポイ
ントに応じて、システ
ム変更番号 (SCN) また
はログシーケンス番号 
(LSN) になります。

空の文字列。 STRING

AR_H_TIMESTAMP 変更の時刻を示すタイ
ムスタンプ。

現在のデータがター
ゲットに到着した時
刻を示すタイムスタン
プ。

DATETIME (スケール
=7)

AR_H_COMMIT_TIMESTAMPコミットの時刻を示す
タイムスタンプ。

現在の時刻を示すタイ
ムスタンプ。

DATETIME (スケール
=7)

AR_H_OPERATION INSERT、UPDATE、ま
たは DELETE

INSERT STRING

AR_H_USER 変更を行ったユーザー
について、ソースか
ら提供されるユーザー
名、ID、またはその他
の情報。

このヘッダーは、SQL 
Server および Oracle 
(バージョン 11.2.0.3 以
上) のソースエンドポイ
ントでのみサポートさ
れます。

オブジェクトに適用す
る変換。変換ルールア
クションでは、大文字
と小文字が区別されま
す。

STRING

H_H_CHANGE_SEQ タイムスタンプと自動
インクリメント番号で
構成される、ソース 
データベースの一意の
インクリメント番号。
値は、ソース データ
ベースシステムによっ
て異なります。

空の文字列。 STRING

次の例では、ソースからのストリーム位置の値を使用して、ターゲットに新しい列を追加します。SQL 
サーバー の場合、ストリーム位置の値は、ソース エンドポイントの SCN です。Oracle の場合、ストリー
ム位置の値はソースエンドポイントの LSN です。

{ 
      "rule-type": "transformation", 
     "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "rule-target": "column", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "%", 
        "table-name": "%" 
      }, 
      "rule-action": "add-column", 
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      "value": "transact_id", 
      "expression": "$AR_H_STREAM_POSITION", 
      "data-type": { 
        "type": "string", 
        "length": 50 
      } 
    }

次の使用例は、ソースから一意の増分番号を持つ新しい列をターゲットに追加します。この値は、タスク
レベルでの 35 桁の一意の数字を表します。最初の 16 桁はタイムスタンプの一部であり、最後の 19 桁は 
DBMS によって増分された record_id 番号です。

{
"rule-type": "transformation",
"rule-id": "2",
"rule-name": "2",
"rule-target": "column",
"object-locator": {
"schema-name": "%",
"table-name": "%"
},
"rule-action": "add-column",
"value": "transact_id",
"expression": "$AR_H_CHANGE_SEQ",
"data-type": {
"type": "string",
"length": 50
}
}                        
                     

SQLite 関数を使用して式を構築する
テーブル設定を使用して、指定されたオペレーションで選択されたテーブルまたはビューに適用する設定
を指定します。テーブル設定ルールはオプションです。

Note

MongoDB データベースと DocumentDB データベースは、テーブルとビューの概念の代わ
りに、データレコードをコレクションにまとめたドキュメントとして格納します。そのた
め、MongoDB または DocumentDB ソースから移行する場合、テーブルやビューではなく、選択
したコレクション内のparallel ロード設定の範囲セグメンテーションタイプを考慮します。

トピック
• CASE 式の使用 (p. 562)
• 例 (p. 563)

変換ルール式を作成するために使用できる文字列関数を以下に示します。

文字列関数 説明

lower(x) lower(x) 関数はすべての文字が小文字に変換された文字列のコ
ピー x を返します。デフォルトの、組み込み lower 関数は ASCII 
文字に対してのみ機能します。

ltrim(x,y) ltrim(x,y) 関数は、x の左辺から y に現れるすべての文字を削除
して形成された文字列を返します。y の値がない場合、ltrim(x)
は x の左辺からスペースを削除します。
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文字列関数 説明

replace(x,y,z) replace(x,y,z) 関数は、文字列 x 内の文字列 y の出現ごとに文字
列 z を代入して形成された文字列を返します。

rtrim(x,y) rtrim(x,y) 関数は、x の右側から y に現れるすべての文字を削除
して形成された文字列を返します。y の値がない場合、rtrim(x)
は x の右側からスペースを削除します。

substr(x,y,z) substr(x,y,z) 関数は、y 番目の文字で始まる、文字長 z の入力
文字列 x の部分文字列を返します。

z が省略され、substr(x,y) は、y 番目の文字で始まる文字列 x
の最後を通してすべての文字を返します。x の左端の文字は番号 1 
です。y が負の場合、部分文字列の最初の文字は左ではなく右から
数えて見つけられます。z が負の場合、y 番目の文字より前にある
abs(z) 文字が返されます。x が文字列の場合、文字のインデックス
は実際の UTF-8 文字を参照します。x が BLOB の場合、インデック
スはバイトを参照します。

trim(x,y) trim(x,y) 関数は、x の両側から y に表示されるすべての文
字を削除して形成された文字列を返します。。y に値がない場
合、trim(x)は、x の両側からスペースを削除します。

replaceChars(X,Y,Z) replaceChars(X,Y,Z) 関数は、文字列 Y(置換する文字)内の任意
の文字列 X を同じ位置に Z（置換文字）に置き換えます この関数
は、特に、パスやファイル名から有効でない文字を削除する場合便
利です。

文字列 Z が文字列 X に対応する位置を持つ文字は含まない場合内、
その文字列 X の文字は文字列 Z の冒頭文字に置き換えられます。

文字列 X が文字列に存在しない文字を含む場合 Z、元の文字は変更
されません。

例えば、replaceChars("abcde","abcd","123") が 1231e を
返すように指定する場合。

変換ルール式の作成に使用できる LOB 関数を以下に示します。

LOB 関数 説明

hex(x) hex 関数は BLOB を引数として受け取り、BLOB コンテンツの大文
字 16 進文字列バージョンを返します。

randomblob (N) randomblob(N) 関数は疑似乱数バイトを含む N バイト BLOB を返
します。N が 1 未満の場合、1 バイトのランダム BLOB が返されま
す。

zeroblob(N) zeroblob(N) 関数は、0x00 の N バイトで構成される BLOB を返し
ます。

変換ルール式の作成に使用できる数値関数を以下に示します。
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数値関数 説明

abs(x) abs(x) 関数は、数値引数 x の絶対値を返します。abs(x) 関数は x
が NULL の場合 NULL を返します。abs(x) 関数は、x が数値に変
換できない文字列または BLOB の場合に 0.0 を返します。

random() random 関数は、-9,223,372,036,854,775,808 から 
+9,223,372,036,854,775,807 の擬似乱数を返します。

round (x,y) round (x,y) 関数は四捨五入して小数点の右側の y 桁までとし
た浮動小数点値 x を返します。y に値がない場合、0 と仮定されま
す。

max (x,y...) 複数引数 max 関数は、最大値を持つ引数を返すか、引数が NULL の
場合は NULL を返します。

max 関数は、引数を左から右へ検索し照合関数を定義する引数
を探します。見つかった場合は、その照合関数をすべての文字列
比較に使用します。照合関数を定義する max への引数がない場
合、BINARY の照合機能が使用されます。max 関数は、複数の引数
を持つ場合は単純な関数ですが、引数が 1 つの場合は集計関数とし
て動作します。

min (x,y...) 複数 引数min 関数は、最小値を持つ引数を返します。

min 関数は、引数を左から右へ検索し照合関数を定義する引数
を探します。見つかった場合は、その照合関数をすべての文字列
比較に使用します。照合関数を定義する min への引数がない場
合、BINARY の照合機能が使用されます。min 関数は、複数の引数
を持つ場合は単純な関数ですが、引数が 1 つの場合は集計関数とし
て動作します。

変換ルール式を作成するために使用できる NULL チェック関数を以下に示します。

NULL チェック関数 説明

coalesce (x,y...) coalesce 関数は、最初の非 NULL 引数のコピーを返しますが、す
べての引数が NULL の場合は NULL を返します。coalesce 関数に
は、少なくとも 2 つの引数があります。

ifnull(x,y) ifnull 関数は、最初の非 NULL 引数のコピーを返しますが、両
方の引数が NULL の場合は NULL を返します。ifnull 関数には
ちょうど 2 つの引数があります。ifnull 関数は 2つの引数を持つ
coalesce と同じです。

nullif(x,y) nullif(x,y) 関数は、引数が異なる場合は最初の引数のコピーを
返しますが、引数が同じ場合は NULL を返します。

nullif(x,y) 関数は、引数を左から右へ検索し照合関数を定義す
る引数を探します。見つかった場合は、その照合関数をすべての文
字列比較に使用します。nullifのどちらの引数も照合関数を定義して
いない場合、BINARY 照合機能が使用されます。

変換ルール式を作成するために使用できる日付と時刻関数を以下に示します。
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日付および時刻関数 説明

date(timestring,
modifier, modifier...)

date 関数は、YYYY-MM-DD 形式で日付を返します。

time(timestring,
modifier, modifier...)

time 関数は、HH: MM: SS の形式で時刻を返します。

datetime(timestring,
modifier, modifier...)

datetime 関数は、YYYY-MM-DD HH: MM: SS の形式で日付と時刻
を返します。

julianday(timestring,
modifier, modifier...)

julianday 関数は、グリニッジで紀元前4714年11月24日の正午か
らの日数を返します。

strftime(format,
timestring, modifier,
modifier...)

strftime 関数は、次のいずれかの変数を使用して、最初の引数と
して指定された書式文字列に従って日付を返します：

%d: 月の日

%H: 時間 00—24

%f: ** 分数秒 SS.SSS

%j: 年始からの日 001～366

%J: ** ユリウス日数

%m: 月 01—12

%M: 分 00～59

%s: 1970-01-01 からの秒

%S: 秒 00～59

%w: 週初からの日 0～6、日曜日 == 0)

%W: 00-53 の週

%Y: 0000—9999 年

%%: %

変換ルール式を作成するために使用できるハッシュ関数を以下に示します。

ハッシュ関数 説明

hash_sha256(x) hash 関数は、(SHA-256 アルゴリズムを使用して)入力列のハッシュ
値を生成し、生成されたハッシュ値の 16 進値を返します。

式内の hash 関数を使用するには、hash_sha256(x) を式に追加
し、x をソース列名で置換します。

CASE 式の使用

SQLite CASE 式は、条件のリストを評価し、結果に基づいて式を返します。構文を以下に示します。
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    CASE case_expression 
     WHEN when_expression_1 THEN result_1 
     WHEN when_expression_2 THEN result_2 
     ... 
     [ ELSE result_else ]  
    END

# Or  

     CASE 
     WHEN case_expression THEN result_1 
     WHEN case_expression THEN result_2 
     ... 
     [ ELSE result_else ]  
    END                      
                         

例
Example ケース条件を使用してターゲット テーブルに新しい文字列列を追加する

例えば、次の変換ルールは、まずターゲットテーブル employee に新しい emp_seniority 列を追加し
ます。給与列に SQLite round 関数を使って、給与が 20,000 に等しいか超えるかをチェックするケース条
件を指定します。そうであれば、列は値 SENIOR を取得し、それ以外は何でもその値が JUNIOR となりま
す。

  { 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "rule-action": "add-column", 
      "rule-target": "column", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "public", 
        "table-name": "employee" 
      }, 
      "value": "emp_seniority", 
      "expression": " CASE WHEN round($emp_salary)>=20000 THEN ‘SENIOR’ ELSE ‘JUNIOR’ END", 
      "data-type": { 
        "type": "string", 
        "length": 50 
      } 

  }                          
                         

Example ターゲット テーブルに新しい日付列を追加する

次の使用例は、ターゲット テーブル，createdate, に新しい日付列を追加します employee 。SQLite の
日付関数 datetime を使用する場合、挿入された各行について、新しく作成されたテーブルに日付が追加
されます。

  { 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "rule-action": "add-column", 
      "rule-target": "column", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "public", 
        "table-name": "employee" 
      }, 
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      "value": "createdate", 
      "expression": "datetime ()", 
      "data-type": { 
        "type": "datetime", 
        "precision": 6 
      } 
  }                           
                         

Example ターゲット テーブルに新しい数値列を追加する

次の使用例は、ターゲット テーブル rounded_emp_salary に新しい列 employee を追加しま
す。SQLite round 関数を使って四捨五入された給与を追加します。

  { 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "rule-action": "add-column", 
      "rule-target": "column", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "public", 
        "table-name": "employee" 
      }, 
      "value": "rounded_emp_salary", 
      "expression": "round($emp_salary)", 
      "data-type": { 
        "type": "int8" 
      } 
  }                             
                         

Example ハッシュ関数を使用してターゲット テーブルに新しい文字列カラムを追加する

次の使用例は、ターゲット テーブル employee に新しい列 hashed_emp_number を追加します。SQLite
hash_sha256(x) 関数は、ソース列 emp_number のターゲットにハッシュ値を作成します。

  { 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "rule-action": "add-column", 
      "rule-target": "column", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "public", 
        "table-name": "employee" 
      }, 
      "value": "hashed_emp_number", 
      "expression": "hash_sha256($emp_number)", 
      "data-type": { 
        "type": "string", 
        "length": 64 
      } 
  }

式を使用したターゲット テーブルへのメタデータ追加
次の式を使用して、メタデータ情報をターゲット テーブルに追加できます：

• $AR_M_SOURCE_SCHEMA – ソーススキーマの名前。
• $AR_M_SOURCE_TABLE_NAME – ソーステーブルの名前。
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• $AR_M_SOURCE_COLUMN_NAME – ソーステーブルの列の名前。
• $AR_M_SOURCE_COLUMN_DATATYPE – ソーステーブルの列のデータ型。

Example ソースのスキーマ名を使用してスキーマ名の列を追加する

次の例では、ソースからのスキーマ名を使用して、ターゲットに新しい列 schema_name を追加します。

  { 
      "rule-type": "transformation", 
      "rule-id": "2", 
      "rule-name": "2", 
      "rule-action": "add-column", 
      "rule-target": "column", 
      "object-locator": { 
        "schema-name": "%", 
        "table-name": "%" 
      }, 
      "rule-action": "add-column", 
      "value":"schema_name", 
      "expression": "$AR_M_SOURCE_SCHEMA",  
      "data-type": {  
         "type": "string", 
         "length": 50 
      } 
  }

テーブルとコレクション設定のルールとオペレーショ
ン
テーブル設定を使用して、指定されたオペレーションで選択されたテーブルまたはビューに適用する設定
を指定します。エンドポイントと移行の要件に応じてテーブル設定ルールはオプションです。

テーブルやビューを使用する代わりに、MongoDB および Amazon DocumentDB データベースでは、
データレコードをドキュメントとしてまとめて[collections](コレクション) 格納します。MongoDB または 
Amazon DocumentDB エンドポイントの 1 つのデータベースは、データベース名で識別される特定のコレ
クションセットです。

MongoDB または Amazon DocumentDB ソースから移行する場合、並列ロード設定の操作は少し異なりま
す。この場合、テーブルおよびビューではなく、選択したコレクションに対する並列ロード設定の自動セ
グメンテーションまたは範囲セグメンテーション タイプを考慮します。

トピック
• テーブル設定のワイルドカードは制限されています (p. 572)
• 選択したテーブルおよびビューさらにコレクションで並列ロードを使用する (p. 572)
• 選択したテーブルまたはビューの LOB 設定を指定 (p. 577)
• テーブル設定の例 (p. 579)

テーブル設定ルールタイプを使用するテーブルマッピングルールの場合、以下のパラメータを適用するこ
とができます。

パラメータ 使用できる値: 説明

rule-type table-settings 選択ルールにより指定された
テーブルまたはビューまたは
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パラメータ 使用できる値: 説明
コレクションにルールを適用
する値。

rule-id 数値。 ルールを識別する一意の数
値。

rule-name 英数字値。 ルールを特定する一意な名
前。

object-locator 以下のパラメータを使用するオブジェク
ト。

• schema-name – スキーマの
名前。MongoDB と Amazon 
DocumentDB エンドポイントの場
合、これはコレクションの集合を保持
するデータベースの名前です。

• table-name – テーブルまたはビュー
またはコレクションの名前。

特定のスキーマ、テーブル、
ビューの名前、または特定の
データベースとコレクショ
ンの名前 (ワイルドカードな
し)。
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パラメータ 使用できる値: 説明

parallel-load 以下のパラメータを使用するオブジェク
ト。

• type – 並列ロードを有効にするかど
うかを指定します。

そうでない場合、このパラメータは、
テーブルまたはビューのパーティショ
ン、サブパーティションや並列でロー
ドする他のセグメントを識別するメカ
ニズムもしています。パーティション
は、ソーステーブルまたはビューです
でに定義され、名前で識別されるセグ
メントです。

MongoDB および Amazon 
DocumentDB エンドポイントの場
合、パーティションはセグメントで
す。AWS DMS では、関連付けられた
自動セグメンテーションパラメータを
自動的に計算できます。または、範囲
セグメンテーションパラメータを使用
してこれらを手動で指定することもで
きます。

Oracle エンドポイントのみでは、サ
ブパーティションはソーステーブル
またはビューですでに定義されて名前
によって識別できるセグメントの追加
レベルとなります。1 つ以上のテーブ
ル列またはビュー列に値範囲の境界を
指定することで、table-settings
ルール内の他のセグメントを識別でき
ます。

• partitions – type が
partitions-list の場合、この値
はすべてのパーティションが並列ロー
ドされるように指定します。

• subpartitions – Oracle エン
ドポイントのみでは、type が
partitions-list の場合、この値
はすべてのサブパーティションが並列
ロードされるように指定します。

• columns – type が ranges の場合、
この値は並列でロードする範囲ベース
のセグメントを識別するために使用す
る列の名前を指定します。

• boundaries – type が ranges の場
合、この値は並列でロードされる範
囲ベースのセグメントを識別するため
に使用する columns の値を指定しま
す。

object-locator オプショ
ンで識別されたテーブルまた
はビューでの並列ロード（マ
ルチスレッド）オペレーショ
ンを指定する値。この場合、
次の任意の方法で並行して
ロードすることができます。

• 使用可能なすべてのパー
ティションまたはサブパー
ティションで指定されるセ
グメントによって。

• パーティションおよびサブ
パーティションで選択する
ことによって。

• 指定した自動セグメンテー
ションまたは範囲ベースの
セグメントセグメントに基
づく。

並列ロードの詳細につい
ては、「選択したテーブル
およびビューさらにコレク
ションで並列ロードを使用す
る (p. 572)」をご参照くだ
さい。
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パラメータ 使用できる値: 説明

type parallel-load の次のいずれか。

• partitions-auto - テーブルまたは
ビューのすべてのパーティションが並
列でロードされます。各パーティショ
ンは個別のスレッドに割り当てられま
す。

これは、MongoDB および Amazon 
DocumentDB ソース エンドポイント
が並列全ロードの自動セグメンテー
ション オプションを使用するために
必要な設定です。

• subpartitions-auto – (Oracle エ
ンドポイントのみ) テーブルまたは
ビューのすべてのサブパーティション
が並列でロードされます。すべてのサ
ブパーティションは個別のスレッドに
割り当てられます。

• partitions-list - テーブルまた
はビューで指定されたすべてのパー
ティションが並列でロードされま
す。Oracle エンドポイントのみで
は、テーブルまたはビューのすべて
のサブパーティションが並列でロー
ドされます。指定する各パーティショ
ンおよびサブパーティションは、独自
のスレッドに割り当てられます。並列
ロードするパーティションおよびサブ
パーティションをパーティション名 
(partitions) とサブパーティション
名 (subpartitions) で指定します。

• ranges – テーブルまたはビューまた
はコレクションの範囲指定されたす
べてのセグメントが並列ロードされま
す。識別した各テーブルまたはビュー
またはコレクションのセグメントは自
己スレッドに割り当てられます。こ
のセグメントを列名 (columns) およ
び 列の値 (boundaries) で指定しま
す。

PostgreSQL エンドポイントはこの
タイプの並列ロードのみに対応しま
す。ソースエンドポイントとして 
MongoDB と Amazon DocumentDB 
は、全ロードのこの範囲セグメンテー
ションタイプと並列自動セグメンテー
ションタイプの両方に対応しています 
(partitions-auto)。

• none – テーブルまたはビューまた
はコレクションは、パーティション
やサブパーティションに関係なく、
シングルスレッドタスクでロードさ

並列でロードするテーブルま
たはビューまたはコレクショ
ンのパーティションまたはサ
ブパーティション、セグメン
トを識別するメカニズム。
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パラメータ 使用できる値: 説明
れます(デフォルト)。詳細について
は、「[Creating a task] (タスクの作
成) (p. 483)」をご参照ください。

number-of-partitions (オプション) type が MongoDB また
は Amazon DocumentDB エンドポイン
トの指定されたコレクションについて
partitions-auto の場合、このパラ
メータは移行に使用されるパーティショ
ン (セグメント) の総数を指定します。
デフォルトは 16 です。

並列ロードされるパーティ
ションの正確な数を指定しま
す。

collection-count-from-
metadata

(オプション) type が MongoDB また
は Amazon DocumentDB エンドポイン
トの指定されたコレクションに対して
partitions-auto の場合、このパラ
メータは true に設定され、AWS DMS 
は、パーティションの数を決定するため
に、推定コレクション数を使用します。
このパラメータが false に設定されて
いる場合、AWS DMS は実際のコレク
ション数を使用します。デフォルトは
true です。

並列ロードするパーティショ
ンの数を計算するために、推
定収集回数と実際の収集数の
どちらを使用するかを指定し
ます。

max-records-skip-per-
page

(オプション) type が MongoDB また
は Amazon DocumentDB エンドポイ
ントの指定されたコレクションについ
て partitions-auto の場合、これは
各パーティションの境界を決定する際
に一度にスキップするレコードの数で
す。AWS DMS は、ページ割りスキップ
アプローチを使用して、パーティション
の最小境界を決定します。デフォルトは 
10,000 です。

各パーティションの境界を決
定するときに一度にスキップ
するレコード数を指定しま
す。デフォルトから比較的大
きな値を設定すると、カーソ
ルのタイムアウトやタスクが
失敗する可能性があります。
デフォルトから比較的低い値
を設定すると、ページあたり
のオペレーションが多くな
り、全ロードが遅くなりま
す。

batch-size (オプション) type が MongoDB また
は Amazon DocumentDB エンドポイン
トの指定されたコレクションについて
partitions-auto の場合、この整数
値により、1 回のラウンドトリップ バッ
チで返されるドキュメントの数が制限
されます。バッチサイズがゼロ (0) の場
合、カーソルはサーバー定義の最大バッ
チサイズを使用します。デフォルトは 0 
です。

1 つのバッチで返されるド
キュメントの最大数を指定
します。各バッチには、サー
バーへの往復が必要です。

partitions type が partitions-list の場合、
これは並列でロードするパーティション
の名前を指定する文字列の配列です。

並列ロードするパーティショ
ンの名前。

subpartitions (Oracle エンドポイントのみ) type が
partitions-list の場合、これは並
列してロードするサブパーティションの
名前を指定する文字列の配列です。

並列ロードするサブパーティ
ションの名前。
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パラメータ 使用できる値: 説明

columns type が ranges の場合、並列ロードす
る範囲ベースのテーブルセグメントまた
はビューセグメントまたはコレクション
セグメントを識別する列の名前に設定さ
れた文字列の配列です。

並列ロードする範囲ベース
のテーブルセグメントまたは
ビューセグメントまたはコレ
クションセグメントを識別す
る列の名前。

boundaries type が ranges の場合、列の値の配列
の配列。各列の値の配列には、数量の列
値と columns で指定された順序が含ま
れています。列の値の配列はテーブルセ
グメントまたはビューセグメントまたは
コレクションセグメントの上限の境界を
指定します。各追加列値の配列は、1 つ
の追加テーブルセグメントまたはビュー
セグメンまたはコレクションセグメント
の上限の境界を追加します。このような
範囲ベースのテーブルセグメントまたは
ビューセグメントまたはコレクションセ
グメントはすべて並列ロードされます。

並列ロードする範囲ベースの
テーブルパーティションまた
はビューパーティションまた
はコレクションパーティショ
ンを識別する列の値。

lob-settings 以下のパラメータを使用するオブジェク
ト。

• mode - LOB の移行処理モードを指定
します。

• bulk-max-size – mode の設定に応
じて、LOB の最大サイズを指定しま
す。

object-locator オプショ
ンによって識別されるテー
ブルまたはビューの LOB 処
理を指定する値。指定され
た LOB 処理は、このテーブ
ルまたはビューのみのすべて
のタスク LOB 設定を上書き
します。LOB 設定パラメー
タの使用に関する詳細につい
ては、「選択したテーブルま
たはビューの LOB 設定を指
定 (p. 577)」をご参照くだ
さい。
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パラメータ 使用できる値: 説明

mode 以下の値を使用して、指定されたテーブ
ルまたはビューの LOB の移行処理を指
定します。

• limited - (デフォルト)この値は、
テーブルまたはビュー内の他のすべて
の列データ型とともにすべての LOB 
移行インラインにより、制限された 
LOB モードに移行を設定します。主
に小さな LOB (100 MB 以下) をレプ
リケートするときに、この値を使用し
ます。また、bulk-max-size 値を指
定します（ゼロは無効です）。bulk-
max-size より大きなサイズの移行さ
れた LOB はすべて、設定したサイズ
に切り捨てられます。

• unlimited - この値は、移行を完
全 LOB モードに設定します。レプリ
ケートするほとんどあるいはすべての 
LOB が 1 GB より大きい場合には、こ
の値を使用します。bulk-max-size
値をゼロに指定する場合、すべての 
LOB は標準の完全 LOB モードで移
行されます。この形式の unlimited
モードでは、ソーステーブルまたは
ビューからのルックアップを使用し
て、すべての LOB が他の列データタ
イプとは別に移行されます。bulk-
max-size 値をゼロより大きく設定
する場合、すべての LOB は組み合
わせ完全 LOB モードで移行されま
す。この形式の unlimited モード
では、bulk-max-size よりも大き
な LOB は、ソーステーブルルック
アップまたはビュールックアップを
使用して移行されます。これは、標
準完全 LOB モードに類似していま
す。それ以外の場合は、このサイズ
以下の LOB はインラインで移行され
ます。これは制限付き LOB モードに
似ています。使用する形式に関係な
く、unlimited モードでは LOB が
切り捨てられることはありません。

• none - すべてのテーブルまたは
ビューの LOB はタスクの LOB 設定に
従って移行されます。

タスクの LOB 設定の詳細について
は、「ターゲットメタデータのタスク
設定 (p. 493)」をご参照ください。

LOB を移行する方法およびこれらの
タスクの LOB 設定を指定する方法に
ついては、「AWS DMS タスクのソー

LOB を移行するために使用さ
れるメカニズム。
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パラメータ 使用できる値: 説明
スデータベースの LOB サポートの設
定 (p. 522)」をご参照ください。

bulk-max-size この値の効果は mode によって異なりま
す。

LOB の最大サイズ (キロバイ
ト単位)。このオプションは、
小さな LOB をレプリケート
する必要がある場合、または
ターゲットエンドポイント
が無制限の LOB サイズをサ
ポートしていない場合にのみ
指定します。

テーブル設定のワイルドカードは制限されています
次に示すように、"table-settings"ルールでのパーセントワイルドカード ("%") の使用は、ソース
データベースではサポートされていません。

{ 
    "rule-type": "table-settings", 
    "rule-id": "8", 
    "rule-name": "8", 
    "object-locator": { 
        "schema-name": "ipipeline-prod",             
        "table-name": "%" 
    }, 
    "parallel-load": { 
        "type": "partitions-auto", 
        "number-of-partitions": 16, 
        "collection-count-from-metadata": "true", 
        "max-records-skip-per-page": 1000000, 
        "batch-size": 50000 
    } 
  }

"%""table-settings"図のようにルール内で使用すると、AWS DMS次の例外が返されます。

Error in mapping rules. Rule with ruleId = x failed validation. Exact  
schema and table name required when using table settings rule.

また、AWSでは 1 つのタスクで大量のコレクションをロードしないことをお勧めしますparallel-
load。MaxFullLoadSubTasksタスク設定パラメータの値によって、リソースの競合とparallelAWS 
DMS ロードされるセグメントの数が制限されることに注意してください。最大値は 49 です。

代わりに、最大のコレクションの場合は、"schema-name""table-name"ソースデータベースのすべて
のコレクションを個別に指定してください。また、移行を適切にスケールアップしてください。たとえ
ば、データベース内の大量のコレクションを処理するのに十分な数のレプリケーションインスタンスで複
数のタスクを実行します。

選択したテーブルおよびビューさらにコレクションで並列ロード
を使用する
移行を高速化してより効率的にするには、選択したリレーショナルテーブルおよびビューおよびコレク
ションを並列ロードできます。つまり、数本のスレッドを並列使用し、単一セグメント化テーブルまたは
ビュー、コレクションを移行できます。これを行うため、AWS DMS は完全ロードタスクをスレッドに分
割し、各テーブルセグメントを各自のスレッドに割り当てます。
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この並列ロードプロセスを使用すると、まず複数スレッドが複数テーブルおよびビューおよびコレクショ
ンをソースのエンドポイントから並列アップロードするようにできます。次に、複数のスレッドを移行
し、同じテーブルおよびビューおよびコレクションをターゲットエンドポイントに並列ロードすることが
できます。一部のデータベースエンジンでは、既存のパーティションあるいはサブパーティションを使用
してテーブルおよびビューをセグメント化することができます。他のデータベースエンジンでは、AWS 
DMS に特定のパラメータに従ってコレクションを自動的にセグメント化させます(自動セグメンテーショ
ン)。それ以外の場合は、列の値の範囲を指定することで任意のテーブルまたはビュー、コレクションをセ
グメント化できます。

並列ロードは以下のソースエンドポイントでサポートされています。

• Oracle
• Microsoft SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL
• IBM Db2
• SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
• MongoDB (並列全ロードの自動セグメンテーションと範囲セグメンテーション オプションのみサポー

ト)
• Amazon DocumentDB (並列全ロードの自動セグメンテーションと範囲セグメンテーション オプション

のみをサポート)

MongoDB および Amazon DocumentDB エンドポイントの場合、AWS DMS では、並列全ロードの範囲セ
グメンテーションオプションのパーティション　キーである列に対して、次のデータ型がサポートされて
います。

• ダブル
• 文字列
• ObjectId
• 32 ビット整数
• 64 ビット整数

テーブル設定ルールで使用する並列ロードは、次のターゲットエンドポイントでサポートされます。

• Oracle
• Microsoft SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL
• Amazon S3
• SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
• Amazon Redshift
• MongoDB (並列全ロードの自動セグメンテーションと範囲セグメンテーション オプションのみサポー

ト)
• Amazon DocumentDB (並列全ロードの自動セグメンテーションと範囲セグメンテーション オプション

のみをサポート)

並行してロードするテーブルとビューの最大数を指定するには、MaxFullLoadSubTasks タスク設定を
使用します。
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並行ロードタスクのターゲットについて、テーブルまたはビュー、ビューあたりの最大スレッド数を指定
するには、列と値の境界を使用してセグメントをさらに定義します。

Important

MaxFullLoadSubTasksparallel ロードされるテーブルまたはテーブルセグメントの数
を制御します。 ParallelLoadThreadsマイグレーションタスクがロードをparallel 
実行するために使用するスレッド数を制御します。これらの設定は乗法です。そのた
め、全負荷タスク中に使用されるスレッドの総数は、の値にMaxFullLoadSubTasks
(ParallelLoadThreads*)ParallelLoadThreads  の値を掛けた結果とほぼ同じになりま
すMaxFullLoadSubtasks)。
Full Load サブタスクの数が多く、parallel ロードスレッドの数が多いタスクを作成すると、その
タスクが大量のメモリを消費して失敗する可能性があります。

Amazon DynamoDB、Amazon Kinesis Data Streams、Apache Kafka、Amazon Elasticsearch Service ス
ターゲットのテーブルあたりの最大スレッド数を指定するには、ParallelLoadThreadsターゲットメタ
データタスク設定を使用します。

parallelParallelLoadThreads ロードタスクを使用する際のバッファサイズを指定するに
は、ParallelLoadBufferSizeターゲットメタデータタスク設定を使用します。

の可用性と設定はParallelLoadThreads、ParallelLoadBufferSizeターゲットエンドポイントに
よって異なります。

ParallelLoadThreads と ParallelLoadBufferSize の設定の詳細については、「ターゲットメタ
データのタスク設定 (p. 493)」をご参照ください。MaxFullLoadSubTasks の設定の詳細については、
「全ロードタスク設定 (p. 496)」をご参照ください。ターゲットエンドポイントに固有の情報について
は、関連するトピックをご参照ください。

並列ロードを使用するには、parallel-load オプションを指定した table-settings タイプのテーブ
ルマッピングルールを作成します。table-settings ルールでは、並列ロードする単一テーブルまたは
ビュー、コレクションのセグメント化条件を指定できます。これを行うには、 parallel-load オプショ
ンの type パラメータの複数のオプションのいずれかに設定します。

これを行う方法は、並行ロード用にテーブルまたはビュー、コレクションのセグメント化方法によって異
なります。

• パーティション (またはセグメント) を使用 - partitions-auto タイプを使用して、すべての既存の
テーブルまたはビューのパーティション (またはセグメント) をロードします。または、partitions-
list タイプを指定したパーティション配列で使用して、選択したパーティションのみをロードしま
す。

MongoDB および Amazon DocumentDB エンドポイントの場合のみ、AWS DMS が partitions-auto
タイプと追加のオプション table-settings パラメータを使用して自動計算するセグメントごとにす
べてまたは指定されたコレクションをロードします。

• (Oracle エンドポイントのみ) サブパーティションを使用 - subpartitions-auto タイプを使用して
すべての既存のテーブル サブパーティションまたはビューサブパーティションをロードします。また
は、partitions-list タイプを指定した subpartitions 配列で使用して、選択したサブパーティ
ションのみをロードします。

• 定義するセグメントを使用 - 列値の境界を使用して定義したテーブルセグメントまたはビューセグ
メントまたはコレクションセグメントをロードします。これを行うには、ranges タイプを指定した
columns 配列および boundaries 配列で使用します。

Note

PostgreSQL エンドポイントはこのタイプの並列ロードのみに対応します。ソースエンドポイ
ントとして MongoDB と Amazon DocumentDB は、全ロードのこの範囲セグメンテーションタ
イプと並列自動セグメンテーションタイプの両方に対応しています (partitions-auto)。
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並列でロードする追加のテーブルまたはビュー、コレクションを識別するには、追加の table-
settings オブジェクトを parallel-load オプションで指定します。

次の手順では、各並列ロードタイプの JSON を記述する方法を、単純なものからきわめて複雑なものまで
説明します。

すべてのテーブルまたはビューあるいはコレクション パーティション、またはすべてのテーブル
またはビューまたはコレクションのサブパーティションを指定するには

• partitions-auto タイプまたは subpartitions-auto タイプのいずれか (両方は使用できません) 
を指定して parallel-load を指定します。

各テーブルまたはビューまたはコレクションのパーティション (セグメント) またはサブパーティショ
ンは、自己スレッドに自動割り当てされます。

エンドポイントによっては、並列ロードには、テーブルまたはビューですでに定義されてい
る場合のみ、パーティションあるいはサブパーティションが含まれます。MongoDB および 
Amazon DocumentDB ソース エンドポイントの場合、AWS DMSは、オプションの追加パラメー
タに基づいて、パーティション (またはセグメント) を自動計算します。例えば、number-of-
partitions、collection-count-from-metadata、max-records-skip-per-page、batch-
size に適用されます。

選択したテーブルまたはビューのパーティション、サブパーティション、またはその両方を指定
するには

1. partitions-list タイプで parallel-load を指定します。
2. (オプション) パーティション名の配列を partitions の値として指定したパーティションが含まれま

す。

指定されたパーティションがそれぞれ独自のスレッドに割り当てられます。

Important

Oracle エンドポイントの場合、並列ロード用にパーティションとサブパーティションを選
択するときに、パーティションとサブパーティションが重複しないようにします。重複する
パーティションとサブパーティションを使用してデータを並列ロードすると、エントリが複
製されるか、プライマリ キーの重複違反により失敗します。

3. (オプション)、Oracle エンドポイントのみ、サブパーティションを subpartitions の値として指定
したサブパーティション名の配列を指定してインクルードします。

指定されたサブパーティションがそれぞれ独自のスレッドに割り当てられます。

Note

並列ロードには、テーブルまたはビューですでに定義されている場合に、パーティションあ
るいはサブパーティションが含まれます。

テーブルセグメントまたはビューセグメントを列値の範囲として指定することができます。その場合、次
の列の特性について注意してください。

• インデックス化された列を指定するとパフォーマンスが大幅に向上します。
• 最大 10 個の列を指定できます。
• 次の AWS DMS データタイプでは、セグメントの境界を定義するために列を使用できませ

ん。DOUBLE、FLOAT、BLOB、CLOB、NCLOB
• Null 値のレコードはレプリケートされません。
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テーブルセグメントまたはビューセグメント、コレクションセグメントを列値の範囲として指定
するには

1. ranges タイプで parallel-load を指定します。
2. columns の値として列名の配列を指定して、テーブルまたはビューのセグメント間の境界を定義しま

す。テーブルまたはビューのセグメント間で境界を定義するすべての列でこれを行います。

列の順序は重要です。次に説明するように、各境界を定義するうえで最初の列がもっとも重要であり
最後の列は最も重要度が低くなります。

3. boundaries の値として境界配列を指定して、すべてのテーブルまたはビューのセグメントでデー
タ範囲を定義します。境界配列は列値の配列の配列です。これを行うには、次のステップを実行しま
す。

a. 列と値の配列の各要素を各列に対応する値として指定します。列と値の配列は、定義する各テー
ブルまたはビューのセグメントの上限の境界を表します。columns 配列の列で指定したものと同
じ順序で各列を指定します。

DATE 列の値を、ソースでサポートされる形式で入力します。
b. 各列値配列を、 next-to-topテーブルまたはビューの下部からセグメントまでの各セグメントの

上限として順番に指定します。指定した上限の上にテーブルの行が存在する場合、これらの行は
テーブルまたはビューの一番上のセグメントを形成します。そのため、範囲ベースのセグメント
の数は、境界配列のセグメント境界の数より 1 つ多くなることがあります。このような範囲ベー
スのセグメントはそれぞれ個別のスレッドに割り当てられます。

データテーブル内のすべての列のデータ範囲を定義しない場合でも、null 以外のすべてのテーブ
ルまたはビューのデータがレプリケートされます。

例えば、次のように COL1、COL2、 COL 3 に 3 つの列・値の配列を定義したとします。

COL1 COL2 COL3

10 30 105

20 20 120

100 12 99

3 つのセグメントの境界を定義したことで、合計で 4 つのセグメントができることがあります。

各セグメントでレプリケートする行の範囲を識別するため、レプリケーションインスタンスは 4 つの
セグメントごとにこれらの 3 つの列で検索を適用します。検索は次のようになります。

セグメント 1

以下の条件が true であるすべての行をレプリケートします。最初の 2 列の値が、対応する セグ
メント 1 の上限値以下です。また、3 番目の列の値は、セグメント 1 の上限値より小さくなりま
す。

セグメント 2

以下の条件が true であるすべての行（セグメント 1 行を除く）をレプリケートします。最初の 2 
列の値が、対応する セグメント 2 の上限値以下です。また、3 番目の列の値は、セグメント 2 の
上限値より小さくなります。
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セグメント 3

以下の条件が true であるすべての行（セグメント 2 行を除く）をレプリケートします。最初の 2 
列の値が、対応する セグメント 3 の上限値以下です。また、3 番目の列の値は、セグメント 3 の
上限値より小さくなります。

セグメント 4

残りのすべての行 (セグメント 1、2、3 の行を除く) をレプリケートします。

この場合、レプリケーションインスタンスが次のように WHERE 句を作成して各セグメントをロードし
ます。

セグメント 1

((COL1 < 10) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 < 30)) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 
= 30) AND (COL3 < 105)))

セグメント 2

NOT ((COL1 < 10) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 < 30)) OR ((COL1 = 10) AND 
(COL2 = 30) AND (COL3 < 105))) AND ((COL1 < 20) OR ((COL1 = 20) AND 
(COL2 < 20)) OR ((COL1 = 20) AND (COL2 = 20) AND (COL3 < 120)))

セグメント 3

NOT ((COL1 < 20) OR ((COL1 = 20) AND (COL2 < 20)) OR ((COL1 = 20) AND 
(COL2 = 20) AND (COL3 < 120))) AND ((COL1 < 100) OR ((COL1 = 100) AND 
(COL2 < 12)) OR ((COL1 = 100) AND (COL2 = 12) AND (COL3 < 99)))

セグメント 4

NOT ((COL1 < 100) OR ((COL1 = 100) AND (COL2 < 12)) OR ((COL1 = 100) AND 
(COL2 = 12) AND (COL3 < 99)))

選択したテーブルまたはビューの LOB 設定を指定
1 つ以上の table-settings オブジェクトで lob-settings オプションを使用してタイプ table-
settings のテーブルマッピングルールを作成すると、1 つ以上のテーブルに LOB 設定のタスクを設定で
きます。

選択したテーブルへの LOB 設定の指定は、次のソースエンドポイントでサポートされています。

• Oracle
• Microsoft SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL
• IBM Db2 (以下で説明するように、mode および bulk-max-size 設定に応じます)
• SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) (以下で説明するように、mode および bulk-max-size 設定に

応じます)

選択したテーブルまたはビューへの LOB 設定の指定は、次のターゲットエンドポイントでサポートされて
います。

• Oracle
• Microsoft SQL Server
• MySQL
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• PostgreSQL
• SAP ASE (以下で説明するように、mode および bulk-max-size 設定に応じます)

Note

LOB データタイプはプライマリキーが含まれるテーブルおよびビューのみで使用できます。

選択したテーブルまたはビューの LOB 設定を使用するには、lob-settings オプションを指定して
table-settings タイプのテーブルマッピングルールを作成します。これにより、object-locator オ
プションで識別されたテーブルまたはビューの LOB 処理が指定されます。table-settings ルール内
で、以下のパラメータを使用して lob-settings オブジェクトを指定できます。

• mode - 選択したテーブルまたはビューの LOB 移行処理のメカニズムを次のように指定します：
• limited - デフォルトの制限付き LOB モードは最速で効率的なモードです。すべての LOB が小さい

か、またはターゲットのエンドポイントで未制限の LOB サイズがサポートされていない場合のみ、こ
のモードを使用します。また、limited を使用する場合、すべての LOB は bulk-max-size で設定
したサイズ内にする必要があります。

完全ロードタスクにおけるこのモードでは、レプリケーションインスタンスはすべての LOB を他の列
のデータ型と一緒にメインテーブルストレージまたはメインビューストレージの一部としてインライ
ンで移行します。ただし、bulk-max-size 値より大きい LOB はすべて、インスタンスによって指
定のサイズに切り捨てられます。変更データキャプチャ (CDC) のロードの場合、インスタンスはすべ
ての LOB をソーステーブルの参照を使用して移行します。これは標準の完全 LOB モードと同様です 
(以下を参照)。これは、LOB に関係なく行われます。

Note

全ロードタスクに対してのみビューを移行できます。
• unlimited - 完全 LOB モードの移行メカニズムは、次のように bulk-max-size に設定した値に

よって異なります:
• [Standard full LOB mode](標準の完全 LOB モード) - bulk-max-size をゼロに設定すると、レプ

リケーション インスタンスは標準の完全 LOB モードを使用してすべての LOB を移行します。この
モードでは、サイズにかかわらずすべての LOB を移行でソーステーブルまたはソースビューを参照
する必要があります。このアプローチでは通常、制限付き LOB モードよりもはるかに低速で移行さ
れます。すべてまたはほとんどの LOB が大きい (1 GB 以上) の場合にのみ、このモードを使用しま
す。

• [Combination full LOB mode](組み合わせ完全 LOB モード) - bulk-max-size をゼロ以外の値に設
定すると、この完全 LOB モードは制限付き LOB モードと標準完全 LOB モードを組み合わせて使
用します。これは完全ロードタスク向けであり、LOB サイズが bulk-max-size 値以内の場合、
インスタンスは制限付き LOB モードのようにインラインで LOB を移行します。LOB のサイズがこ
の値より大きい場合は、インスタンスは標準の完全 LOB モードのようにソーステーブルまたはソー
スビューの参照を使用して LOB を移行します。変更データキャプチャ (CDC) のロードの場合、
インスタンスはすべての LOB をソーステーブルの参照を使用して移行します。これは標準の完全 
LOB モードと同様です (以下を参照)。これは、LOB に関係なく行われます。

Note

全ロードタスクに対してのみビューを移行できます。

このモードにより、移行速度はより高速な制限付き LOB モードと低速な標準の完全 LOB モードの
中間になります。このモードは、小さい LOB と大きい LOB が混在しており、ほとんどの LOB が
小さい場合にのみ使用します。

この組み合わせ完全 LOB モードは、つぎのエンドポイントのみで使用できます。
• IBM Db2 (ソースとして)
• SAP ASE (ソースあるいはターゲットとして)
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unlimited モードに指定するメカニズムに関わらず、インスタンスはすべての LOB を完全に移行
し、切り捨ては行われません。

• none - レプリケーション インスタンスはタスク LOB 設定を使用して、選択されたテーブルまたは
ビューの LOB を移行します。このオプションを使用すると、選択されたテーブルまたはビューで 
LOB 設定を使用した場合と使用しない場合の移行結果を比較できます。

指定したテーブルまたはビューにレプリケーションに含まれる LOB があるときには、limited LOB 
モードを使用する場合のみ BatchApplyEnabled タスクを true に設定できます。

場合によっては、BatchApplyEnabled を true に、また、BatchApplyPreserveTransaction
を false に設定できます。このようなケースでは、テーブルまたはビューに LOB があ
り、ソースおよびターゲットのエンドポイントが Oracle である場合に、インスタンスは
BatchApplyPreserveTransaction を true に設定します。

• bulk-max-size - 前の項目で説明した mode に応じて、この値を 0 または 0 以外の値 (KB) に設定しま
す。limited モードでは、このパラメータにゼロ以外の値を設定する必要があります。

インスタンスは LOB をバイナリ形式に変換します。したがって、レプリケートする必要がある最大
の LOB を指定するには、サイズを 3 倍します。たとえば、最大の LOB が 2 MB の場合、bulk-max-
size を 6000 (6 MB) に設定します。

テーブル設定の例
テーブル設定を使用する説明の例を次に示します。

Example パーティションでセグメント化されたテーブルのロード

次の例では、すべてのパーティションに基づいて並列でロードすることで、ソース内の SALES テーブルを
効率的にロードします。

{ 
   "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "HR", 
                "table-name": "SALES" 
            }, 
            "parallel-load": { 
                "type": "partitions-auto" 
            } 
        } 
     ]
}

Example サブパーティションでセグメント化されたテーブルのロード

次の例では、すべてのサブパーティションに基づいて並列でロードすることで、Oracle ソース内の SALES
テーブルを効率的にロードします。
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{ 
   "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "HR", 
                "table-name": "SALES" 
            }, 
            "parallel-load": { 
                "type": "subpartitions-auto" 
            } 
        } 
     ]
}

Example パーティションのリストでセグメント化されたテーブルのロード

次の例では、特定のパーティションのリストに基づいて並列でロードすることで、ソース内の SALES テー
ブルをロードします。ここで、指定されたパーティションは ABCD やEFGH などアルファベットの一部で
始まる値に命名されます。

{ 
    "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "HR", 
                "table-name": "SALES" 
            }, 
            "parallel-load": { 
                "type": "partitions-list", 
                "partitions": [ 
                    "ABCD", 
                    "EFGH", 
                    "IJKL", 
                    "MNOP", 
                    "QRST", 
                    "UVWXYZ" 
                ] 
            } 
        } 
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    ]
}

Example 選択されたパーティションおよびサブパーティションのリストでセグメント化された 
Oracle テーブルのロード

次の例では、選択されたパーティションおよびサブパーティションのリストを使用して並列でロードする
ことで、Oracle ソースの SALES テーブルをロードします。ここで、指定されたパーティションは ABCD
やEFGH などアルファベットの一部で始まる値に命名されます。指定されたサブパーティションは、数字
で始まる値を取って命名されます。たとえば、01234 や 56789 などです。

{ 
    "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "HR", 
                "table-name": "SALES" 
            }, 
            "parallel-load": { 
                "type": "partitions-list", 
                "partitions": [ 
                    "ABCD", 
                    "EFGH", 
                    "IJKL", 
                    "MNOP", 
                    "QRST", 
                    "UVWXYZ" 
                ], 
                "subpartitions": [ 
                    "01234", 
                    "56789" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

Example 列の値の範囲でセグメント化されたテーブルのロード

次の例では、SALES_NO および REGION 列の値の範囲で指定されたセグメントを使用して並列でロードす
ることで、ソース内の SALES テーブルをロードします。

{ 
    "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
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            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "HR", 
                "table-name": "SALES" 
            }, 
            "parallel-load": { 
                "type": "ranges", 
                "columns": [ 
                    "SALES_NO", 
                    "REGION" 
                ], 
                "boundaries": [ 
                    [ 
                        "1000", 
                        "NORTH" 
                    ], 
                    [ 
                        "3000", 
                        "WEST" 
                    ] 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

ここで、2 つの列は、SALES_NO および REGION という名前でセグメント範囲に指定されます。2 つの境
界は 2 セットの列の値 (["1000","NORTH"] および ["3000","WEST"]) で指定されます。

したがって、これら 2 つの境界によって、並列でロードされる次の 3 つのテーブルセグメントが識別され
ます。

セグメント 1

SALES_NO が 1000 以下であり REGION が "NORTH" 未満である行。つまり、EAST リージョンで販
売数が最大 1000 まで。

セグメント 2

セグメント 1 以外で SALES_NO が 3000 以下であり REGION が "WEST" 未満である行。つま
り、NORTH および SOUTH リージョンで販売数が 1,000 を超え 3,000 まで。

セグメント 3

セグメント 1 および セグメント 2 以外の残りすべての行。つまり、「WEST」リージョンで販売数が 
3000 超。

Example 1 つは範囲でセグメント化され、もう 1 つはパーティションでセグメント化された 2 つ
のテーブルのロード

次の例では、SALES テーブルを識別したセグメント境界で並列にロードします。また、前の例と同様
に、ORDERS テーブルをすべてのパーティションで並列にロードします。

{ 
    "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
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                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "HR", 
                "table-name": "SALES" 
            }, 
            "parallel-load": { 
                "type": "ranges", 
                "columns": [ 
                    "SALES_NO", 
                    "REGION" 
                ], 
                "boundaries": [ 
                    [ 
                        "1000", 
                        "NORTH" 
                    ], 
                    [ 
                        "3000", 
                        "WEST" 
                    ] 
                ] 
            } 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "3", 
            "rule-name": "3", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "HR", 
                "table-name": "ORDERS" 
            }, 
            "parallel-load": { 
                "type": "partitions-auto"  
            } 
        } 
    ]
}

Example 制限付き LOB モードを使用した LOB を含むテーブルのロード

次の例では、ソース内の LOB を含む ITEMS テーブルを、切り捨てられない最大サイズが 100 MB の制
限付き LOB モード（デフォルト）を使用してロードします。このサイズよりも大きい LOB はすべて 100 
MB に切り捨てられます。すべての LOB は、他のすべての列のデータ型と一緒にインラインでロードされ
ます。

{ 
   "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
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        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "INV", 
                "table-name": "ITEMS" 
            }, 
            "lob-settings": { 
                "bulk-max-size": "100000" 
            } 
        } 
     ]
}

Example 標準の完全 LOB モードを使用したテーブルのロード

次の例では、標準の完全 LOB モードを使用して、すべての LOB を切り捨てずに、ソースの ITEMS テー
ブルをロードします。サイズを問わずすべての LOB は、ソーステーブルの各 LOB ごとに参照を使用し
て、他のデータ型とは別にロードされます。

{ 
   "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "INV", 
                "table-name": "ITEMS" 
            }, 
            "lob-settings": { 
                "mode": "unlimited", 
                "bulk-max-size": "0" 
            } 
        } 
     ]
}

Example 組み合わせ完全 LOB モードを使用した LOB を含むテーブルのロード

次の例では、組み合わせ完全 LOB モードを使用して、すべての LOB を切り捨てずに、ソースの ITEMS
テーブルをロードします。サイズが 100 MB 以内のすべての LOB は他のデータ型とともにインラインで
ロードされます。制限付き LOB モードと同様です。サイズが 100 MB を超えるすべての LOB は、他の
データ型とは別にロードされます。この個別のロードでは、標準の完全 LOB モードのように、ソーステー
ブルのそのような各 LOB のルックアップが使用されます。

{ 
   "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
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                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "INV", 
                "table-name": "ITEMS" 
            }, 
            "lob-settings": { 
                "mode": "unlimited", 
                "bulk-max-size": "100000" 
            } 
        } 
     ]
}

Example タスク LOB 設定を使用した LOB を含むテーブルのロード

次の例では、タスク LOB 設定を使用して、すべての LOB を含め、ソースの ITEMS テーブルをロードし
ます。100 MB の bulk-max-size 設定は無視され、limited または unlimited モードにクイックリ
セットするためにのみ残されます。

{ 
   "rules": [{ 
            "rule-type": "selection", 
            "rule-id": "1", 
            "rule-name": "1", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "%", 
                "table-name": "%" 
            }, 
            "rule-action": "include" 
        }, 
        { 
            "rule-type": "table-settings", 
            "rule-id": "2", 
            "rule-name": "2", 
            "object-locator": { 
                "schema-name": "INV", 
                "table-name": "ITEMS" 
            }, 
            "lob-settings": { 
                "mode": "none", 
                "bulk-max-size": "100000" 
            } 
        } 
     ]
}

ソースフィルタの使用
ソースフィルタを使用すると、ソースからターゲットに転送されるレコードの数とタイプを制限できま
す。例えば、本社を拠点とする従業員だけがターゲットデータベースに移行されるように指定できます。
フィルタは、選択ルールの一部です。データの列にフィルタを適用します。

ソースフィルタは、以下の制約に従う必要があります。
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• 選択ルールには、フィルタを設定しないことも、1 つ以上のフィルタを選択することもできます。
• すべてのフィルタには 1 つ以上のフィルタ条件を設定できます。
• 複数のフィルタを使用する場合、フィルタのリストはフィルタ間で AND 演算子を使用しているものと

して結合されます。
• 1 つのフィルタ内で複数のフィルタ条件を使用する場合、フィルタ条件のリストはフィルタ条件間で 

OR 演算子を使用しているものとして結合されます。
• フィルタは rule-action = 'include' の場合のみ適用されます。
• フィルタには、列名とフィルタ条件のリストが必要です。フィルター条件には、演算子に応じて、1 つ

の値、2 つの値、または値なしで関連付けられるフィルター演算子が必要です。
• noteq(不等)、notbetween(2 つの値に不等、またはその間)や notnull(NULL 値以外)のような負の演

算子を指定すると、1 つのフィルター内で複数のフィルター条件を指定できます。
• 列名、テーブル名、ビュー名およびスキーマ名では大文字と小文字が区別されます。Oracle と Db2 は常

に大文字を使用してください。

ソースフィルタの使用には、次の制限が適用されます。

• right-to-left フィルターは言語の列を計算しません。
• LOB 列にはフィルタを適用しないでください。
• フィルタは、作成後に更新されていない[immutable](イミュータブル)の列にのみ適用します。ソース

フィルターが作成後に更新可能で変更可能な[mutable](ミュータブル) 列に適用された場合、不正な動作
が発生する可能性があります。

例えば、列内の特定の行を除外または含めるフィルターでは、後で行が変更された場合でも、指定され
た行が常に除外または含められます。列 A で行 1～10 を除外または含むと、後でそれらが行 11～20 に
変更されたとします。この場合、データが同じでなくなった場合でも、これらのデータは除外または含
まれ続けます。

同様に、フィルタの範囲外の行が後で更新され (または更新後に削除され)、フィルタの定義に従って除
外または含める必要があるとします。このような場合は、ターゲットでレプリケートされます。

JSON 形式のソースフィルタルールの作成
選択ルールで JSON filters パラメータを使用してソースフィルタを作成できます。filters パラメー
タは、1 つ以上の JSON オブジェクトの配列を指定します。各オブジェクトには、ソースフィルタのタイ
プ、列の名前、フィルタ条件を指定するパラメータがあります。これらのフィルタ条件には、1 つ以上の
フィルタ演算子およびフィルタ値が含まれています。

次の表は、filters オブジェクトでソースフィルタリングを指定するパラメータを示しています。

パラメータ 値

filter-type source

column-name フィルターを適用するソース列の名前を持つパラメータです。名前は、
大文字と小文字が区別されます。

filter-conditions filter-operator 値に応じて、1 つまたは複数のオブジェクトでなる
配列には filter-operator パラメータおよびゼロか正の関連値パラ
メータが含まれています。

filter-operator 次のいずれかの値を持つパラメータ:

• lte— 1 つの値以下
• ste— 1 つの値以下 (lte エイリアス)
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パラメータ 値
• gte— 1 つ以上の値
• eq— 1 つの値に等しい
• noteq— 1 つの値に等しくない
• between - 2 つの値に等しい、またはその間
• notbetween – 2 つの値に等しい、またはその間
• null – NULL 個の値
• notnull — NULL 個の値でない

value または

start-value と end-
value または

値なし

filter-operator と関連付けられた 0 個またはそれ以上の値パラメー
タ:

• filter-operator が lte または ste、gte、eq、noteqを使用す
る場合、valueを使用して、1 つの値パラメータを指定します。

• filter-operator が between または notbetween の場
合、start-value と end-value を使用して、2 つの値パラメータ
を指定します。

• filter-operator が null または notnull の場合、値パラメータ
を指定しません。

以下の例では、ソースフィルタを使用する一般的な方法をいくつか示します。

Example 1 つのフィルタ

次のフィルタは、empid >= 100 のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

{ 
    "rules": [{ 
        "rule-type": "selection", 
        "rule-id": "1", 
        "rule-name": "1", 
        "object-locator": { 
            "schema-name": "test", 
            "table-name": "employee" 
        }, 
        "rule-action": "include", 
        "filters": [{ 
            "filter-type": "source", 
            "column-name": "empid", 
            "filter-conditions": [{ 
                "filter-operator": "gte", 
                "value": "100" 
            }] 
        }] 
    }]
}  
  

Example 複数のフィルタ演算子

以下のフィルタは、複数のフィルタ演算子を 1 つのデータ列に適用します。このフィルタは、(empid <= 
10) または (empid is between 50 and 75) または (empid >= 100) のすべての従業員をターゲッ
トデータベースにレプリケートします。

{ 
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    "rules": [{ 
        "rule-type": "selection", 
        "rule-id": "1", 
        "rule-name": "1", 
        "object-locator": { 
            "schema-name": "test", 
            "table-name": "employee" 
        }, 
        "rule-action": "include", 
        "filters": [{ 
            "filter-type": "source", 
            "column-name": "empid", 
            "filter-conditions": [{ 
                "filter-operator": "lte", 
                "value": "10" 
            }, { 
                "filter-operator": "between", 
                "start-value": "50", 
                "end-value": "75" 
            }, { 
                "filter-operator": "gte", 
                "value": "100" 
            }] 
        }] 
    }]
}  
  

Example 複数のフィルタ

以下のフィルターは、テーブル内の 2 つの列に複数のフィルターを適用します。このフィルタ
は、(empid <= 100) および (dept = tech) のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリ
ケートします。

{ 
    "rules": [{ 
        "rule-type": "selection", 
        "rule-id": "1", 
        "rule-name": "1", 
        "object-locator": { 
            "schema-name": "test", 
            "table-name": "employee" 
        }, 
        "rule-action": "include", 
        "filters": [{ 
            "filter-type": "source", 
            "column-name": "empid", 
            "filter-conditions": [{ 
                "filter-operator": "lte", 
                "value": "100" 
            }] 
        }, { 
            "filter-type": "source", 
            "column-name": "dept", 
            "filter-conditions": [{ 
                "filter-operator": "eq", 
                "value": "tech" 
            }] 
        }] 
    }]
}  
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Example NULL 値のフィルタリング

以下のフィルターは、空の値でフィルタリングする方法を示しています。これは、dept = NULL のすべ
ての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

{ 
    "rules": [{ 
        "rule-type": "selection", 
        "rule-id": "1", 
        "rule-name": "1", 
        "object-locator": { 
            "schema-name": "test", 
            "table-name": "employee" 
        }, 
        "rule-action": "include", 
        "filters": [{ 
            "filter-type": "source", 
            "column-name": "dept", 
            "filter-conditions": [{ 
                "filter-operator": "null" 
            }] 
        }] 
    }]
}  
  

Example NOT 演算子を使用したフィルタリング

一部の演算子は、負形式で使用できます。次のフィルタは、(empid is < 50) OR (empid is > 75)
のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

{ 
    "rules": [{ 
        "rule-type": "selection", 
        "rule-id": "1", 
        "rule-name": "1", 
        "object-locator": { 
            "schema-name": "test", 
            "table-name": "employee" 
        }, 
        "rule-action": "include", 
        "filters": [{ 
            "filter-type": "source", 
            "column-name": "empid", 
            "filter-conditions": [{ 
                "filter-operator": "notbetween", 
                "start-value": "50", 
                "end-value": "75" 
            }] 
        }] 
    }]
}  
  

Example NOT 演算子を使用する複数のフィルター

1 つのフィルタ (OR 演算) では、負のフィルタ条件を 1 つだけ使用できます。ただし、複数のフィルター 
(ANDオペレーション) を使用できますに負のフィルター条件を指定します。次のフィルタは、(empid != 
50) AND (dept is not NULL) のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。
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{ 
    "rules": [{ 
        "rule-type": "selection", 
        "rule-id": "1", 
        "rule-name": "1", 
        "object-locator": { 
            "schema-name": "test", 
            "table-name": "employee" 
        }, 
        "rule-action": "include", 
        "filters": [{ 
            "filter-type": "source", 
            "column-name": "empid", 
            "filter-conditions": [{ 
                "filter-operator": "noteq", 
                "value": "50" 
            }] 
        }, { 
            "filter-type": "source", 
            "column-name": "dept", 
            "filter-conditions": [{ 
                "filter-operator": "notnull" 
            }] 
        }] 
    }]
}  
  

時刻と日付でフィルタリング
インポートするデータを選択すると、フィルタ条件の一部として日付または期間を指定できます。AWS 
DMS は、フィルタリングに日付形式 YYYY-MM-DD と時刻形式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS を使用し
ます。AWS DMS 比較関数は SQLite のルールに従います。SQLite のデータ型と日付変換について
は、SQLite ドキュメントの「SQLite バージョン 3 のデータ型」をご参照ください。

以下の例は、日付をフィルタリングする方法を示しています。これは、empstartdate >= January 1, 
2002 のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

Example 1 つの日付フィルタ

{ 
    "rules": [{ 
        "rule-type": "selection", 
        "rule-id": "1", 
        "rule-name": "1", 
        "object-locator": { 
            "schema-name": "test", 
            "table-name": "employee" 
        }, 
        "rule-action": "include", 
        "filters": [{ 
            "filter-type": "source", 
            "column-name": "empstartdate", 
            "filter-conditions": [{ 
                "filter-operator": "gte", 
                "value": "2002-01-01" 
            }] 
        }] 
    }]
} 
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タスクの移行前評価の有効化と操作
移行前評価では、データベース移行タスクの特定のコンポーネントを評価して、移行タスクが期待どおり
に実行されない可能性のある問題を特定するのに役立ちます。この評価では、新規または変更されたタス
クを実行する前に問題を特定できます。その後、移行タスク自体の実行中に問題を未然に防止できます。
これにより、データおよびデータベース環境の修復に必要な特定のデータベース移行の完了の遅延を回避
できます。

AWS DMS では、2 種類の移行前評価にアクセスできます。最初のタイプの移行前評価である移行前評価
実行は、2番目のタイプデータ型評価の機能スーパーセットです。これらに関して以下のトピックで説明さ
れています。

Note

データ型評価を含む移行前評価の実行を行う場合は、データ型の評価を個別に実行する必要はあ
りません。

1. 移行前評価の実行の指定、スタート、および表示 (p. 592) - 移行前評価の実行では、新規または既存
の移行タスク構成に基づいて実行する 1 つ以上の個別の評価を指定します。個々の評価では、移行タイ
プおよびサポートされるオブジェクト、インデックス構成、移行するスキーマおよびテーブルを識別す
るテーブルマッピングなどその他のタスク設定などの検討事項に応じて、サポートされるリレーショナ
ル ソースまたはターゲット データベースの特定の要素を評価します。

例えば、個々の評価では、AWS DMS エンジンのバージョンに基づづくと、移行可能か移行不可のソー
ス データ型またはプライマリ キー形式かが評価できます。AWS DMS API にアクセスするのにAWS 
DMS 管理コンソールまたは AWS CLIと SDK を使用して、最新の評価の実行をスタートして表示し、
タスクに対する以前のすべての評価実行の結果を表示できます。また、結果を保存するため AWS DMS 
についてて選択した Amazon S3 バケット内のタスクの事前評価の実行結果を表示することもできま
す。

Note

利用可能な個々の評価数と種類は、経時的に増加する傾向があります。定期更新の詳細につい
ては、「個別の評価を指定する (p. 592)」をご参照ください。

2. データ型評価の開始と表示 (p. 597) — データ型評価は、単一の JSON 構造での単一タイプの移行前
評価の結果を返します：サポートされているリレーショナル ソースデータベースインスタンスで正し
く移行されない可能性のあるデータ型。このレポートは、移行用にマップされているソースデータベー
スのすべてのスキーマとテーブルの列にある問題のデータ型の結果を返します。最新のデータタイプ
評価の結果を作成および表示するには、AWS CLIとAWS DMS API にアクセスする SDK を使用しま
す。AWS DMS マネジメントコンソールを使用して、最新のデータ型評価の結果を表示することもで
きます。AWS DMS がこれらのレポートを保存しているアカウントの Amazon S3 バケットで、以前の
データ型評価の結果を次の場所で見ることができます。

移行前評価の実行を S3 バケットに保存する
次の Identity and Access Management (IAM) ポリシーにより、作成した S3 バケットにDMS が事前評価結
果を保存できます。

移行前評価で S3 バケットにアクセスするには

1. IAM を使用してサービスロールを作成し、サービスロールに次のような IAM ポリシーを添付します。
コンソールでののサービス用ロールの作成の詳細については、「AWSのサービス用ロールの作成 (コ
ンソール)」を参照してください。

//Policy to access S3 bucket
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{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:PutObject", 
            "s3:DeleteObject", 
            "s3:GetObject", 
            "s3:PutObjectTagging" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:ListBucket", 
            "s3:GetBucketLocation" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::my-bucket" 
         ] 
      } 
   ]
} 
                     

2. 信頼関係を編集し、次の IAM ロールをサービスロールに添付して、DMS がロールを引き受けること
を許可します。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"", 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"dms.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}                     
                     

移行前評価の実行の指定、スタート、および表示
移行前評価の実行では、新規または既存の移行タスク構成に基づいて実行する 1 つ以上の個別の評価を
指定します。個々の評価では、移行タイプ、サポートされるオブジェクト、インデックス構成、および
移行するスキーマとテーブルを識別するためのテーブルマッピングなどのその他のタスク設定などの検討
事項に応じて、ソースまたはターゲットデータベースの特定の要素を評価します。例えば、個々の評価で
は、AWS DMS エンジンのバージョンに基づいて、移行可能または移行不可ソースデータ型またはプライ
マリ キー形式を一つずつ評価する場合があります。

個別の評価を指定する
次の表は、構成に基づいて、所与の移行タスクに適用できる個々の評価を簡単にまとめたものです。個々
の評価の中から、タスク設定に適用可能な新しい評価の実行に含めることができます。
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評価名 (コンソー
ルと API)

説明 ソース
はリ
レー
ショナ
ルでな
ければ
なりま
せん

ター
ゲッ
トは
リレー
ショナ
ルであ
る必要
があり
ます

OpenSearch 
ター
ゲット

ター
ゲッ
トは 
DynamoDB 
でなけ
ればな
りませ
ん

移行タ
イプは 
CDC を
実行す
る必要
があり
ます

適用可
能な 
AWS 
DMS 
エンジ
ンバー
ジョン

コンソール — サ
ポートされていな
いデータ型

API -
unsupported-
data-types-in-
source

ソースエンドポイ
ントで AWS DMS 
によってサポート
されていないデー
タ型をチェック
します。エンジン
間ですべてのデー
タ型を移行できる
わけではありませ
ん。

– – – – – サポー
トされ
ている
全バー
ジョン

コンソール — ラー
ジオブジェクト 
(LOB) が使用され
ますが、ターゲッ
ト LOB 列は NULL 
不可です。

API - full-lob-
not-nullable-
at-target

フル LOB モード
またはインライン 
LOB モードが使
用されている場合
に、ターゲット内 
LOB 列の NULL 可
能性をチェックし
ます。AWS DMS 
では、これらの 
LOB モードを使用
する場合は、LOB 
列が NULL である
ことが要件です。

X X – – – サポー
トされ
ている
全バー
ジョン

コンソール — LOB 
はあるが、プライ
マリ キーまたは一
意制約のないソー
ステーブル

API - table-
with-lob-
but-without-
primary-key-
or-unique-
constraint

LOB を持つが、プ
ライマリ キーま
たは一意キーのな
いソーステーブル
が存在するかどう
かをチェックしま
す。現在、AWS 
DMS で LOB を
移行するにはテー
ブルは、プライマ
リ キーまたは一意
キーを持っている
必要があります。

X – – – – サポー
トされ
ている
全バー
ジョン

コンソール — 
CDC、または全
ロードおよび CDC 
タスクのみが対象
の、プライマリ
キーのないソース
テーブル

全ロードおよび変
更データ キャプ
チャ (CDC) 移行
または CDC のみ
の移行のソース
テーブルにプライ
マリ キーまたは一
意キーが存在する

X – – – X サポー
トされ
ている
全バー
ジョン

593



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
評価実行の指定および、スタート、表示

評価名 (コンソー
ルと API)

説明 ソース
はリ
レー
ショナ
ルでな
ければ
なりま
せん

ター
ゲッ
トは
リレー
ショナ
ルであ
る必要
があり
ます

OpenSearch 
ター
ゲット

ター
ゲッ
トは 
DynamoDB 
でなけ
ればな
りませ
ん

移行タ
イプは 
CDC を
実行す
る必要
があり
ます

適用可
能な 
AWS 
DMS 
エンジ
ンバー
ジョン

API - table-
with-no-
primary-key-
or-unique-
constraint

かどうかをチェッ
クします。プラ
イマリ キーまた
は一意キーがない
と、CDC の移行中
にパフォーマンス
の問題が発生しや
すいです。

コンソール — 
CDC タスク専用プ
ライマリ キーのな
いターゲットテー
ブル

API - target-
table-has-
unique-key-or-
primary-key-
for-cdc

CDC のみの移行で
作成済みターゲッ
トテーブルに、
プライマリ キー
または一意キー
が存在するかど
うかをチェックし
ます。AWS DMS 
が、CDC の移行
中にパフォーマン
スの問題につなが
る更新や削除を適
用する場合、プラ
イマリキーまたは
一意キーがないと
ターゲットで完全
なテーブルスキャ
ンが発生する可能
性があります。

– X – – X サポー
トされ
ている
全バー
ジョン

コンソール — サ
ポートされていな
いソースプライマ
リ キーのタイプ 
- 複合プライマリ 
キー

API -
unsupported-
source-pk-
type-for-
elasticsearch-
target

Amazon 
OpenSearch のの
サービスに移行
するとき、ソー
ステーブルに複
合プライマリキー
が存在するかどう
かをチェックしま
す。OpenSearch 
ソーステーブル
のプライマリキー
は、1 つの列のみ
で構成する必要が
あります。

X – – X – サポー
トされ
ている
全バー
ジョン

594



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
評価実行の指定および、スタート、表示

Note

AWS DMSでは、ソースデータベースをソースのプライマリキーが複数列で構成されている 
OpenSearch のののののののののサービスターゲットに移行できます。

AWS DMS では、次のリレーショナルデータベースの移行前評価を実行できます：

• Oracle
• SQL Server
• PostgreSQL
• MySQL
• MariaDB
• Amazon Aurora

移行前の評価の実行のスタートと表示
新しい移行タスクまたは既存の移行タスクに対する移行前評価の実行をスタートするには、AWS DMSマ
ネジメントコンソール、AWS CLI、AWS DMS API を使用します。

新規または既存のタスクに対して移行前評価をスタートするには

1. AWS DMS マネジメントコンソールで [Database migration tasks] (データベース移行タスク) のページ
から、次のいずれかを実行します：

• [Create task] (タスクの作成) を選択します。[Create database migration task page] (データベース移
行タスクの作成ページ) が開きます:
1. テーブルマッピングなど、タスクの作成に必要なタスク設定を入力します。
2. [Premigration assessment] (移行前評価) セクションで、[Enable premigration assessment run]

(移行前評価実行を有効にする) を選択します。セクションが展開され、新しいタスクに対する評
価の実行を指定するオプションが表示されます。

Note

新しいタスクを作成するときに、移行前評価の実行を有効にすると、タスクの作成時にタ
スクを自動的にスタートするオプションが無効になります。評価の実行が完了したら、タ
スクを手動でスタートできます。

• [Database migration tasks] (データベース移行タスク) ページで既存のタスクの[Identifier](識別子) を
選択します。選択した既存のタスクのタスクページが開きます：
1. [Actions] (アクション) を選択し、[Create premigration assessment] (移行前評価を作成) を選択し

ます。[Create premigration assessment] (移行前評価を作成) ページが開き、既存のタスクに対す
る評価の実行を指定するオプションが表示されます。

オプションには以下が含まれます：
2. 評価の実行の一意の名前を入力します。
3. この評価の実行に含める使用可能な個別の評価を選択します。現在のタスク設定に基づいて、使用可

能な個別評価のみ選択可能です。デフォルトでは、使用可能なすべての個別評価が有効で、選択され
ています。この評価の実行では、他のすべての個別の評価は無効です。

4. 評価結果レポートを保存するために、アカウント内の Amazon S3 バケットとフォルダを検索して選
択します。

5. 選択した Amazon S3 バケットおよびフォルダへの完全なアカウントアクセス権を持つ IAM ロールを
選択または入力します。

6. 必要に応じて、Amazon S3 バケットの評価結果レポートの暗号化設定を選択します。
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7. 新しいタスクのため[Create task] (タスクの作成) を選択するか、既存のタスクについて[Create] (作成) 
を選択します。

[データベースマイグレーションタスク] ページが開き、[ステータス] が [作成中...] の新規タスクまたは
変更されたタスクが一覧表示されます。 タスクが作成されると、移行前評価の実行が開始されること
を示すバナーメッセージが表示されます。

AWS DMS では、AWS DMS マネジメントコンソール、AWS CLI、または AWS DMS API を使用して最新
および以前のすべての移行前評価の実行にアクセスできます。

最新の評価の実行結果を表示するには

1. AWS DMS マネジメントコンソールから、[Database migration tasks] (データベース移行タスクペー
ジ) で既存のタスクについて[Identifier] (識別子) を選択します。既存のタスクのタスクページが開きま
す。

2. 既存のタスクページで [Premigration assessments] (移行前評価) タブを選択します。これにより、こ
のページの[Latest assessment results] (最新評価結果) セクションには、このタスクの最新評価結果が
表示されます。

これらの評価結果は、最新の評価の実行名とそのステータスの概要から始まり、指定された個々の評価と
そのステータスのリストが続きます。次に、リスト内の名前を選択して、個々の評価のステータスの詳細
を調べることができます。結果は、テーブルの列レベルまで表示されます。

アセスメント実行のステータス概要と個々の評価の両方に、[Status] (ステータス) 値が表示されます。この
値は、評価実行の全体的なステータスと、個別評価の同様のステータスを示します。以下のリストに示し
ているのは、評価実行の[Status] (ステータス) 値:

• "cancelling" — 評価の実行はキャンセルされました。
• "deleting" — 評価の実行は削除されました。
• "failed" — 少なくとも 1 つの個別評価が failed ステータスです。
• "error-provisioning" — リソースのプロビジョニング中に内部エラーが発生しました 

(provisioning ステータス)。
• "error-executing" — 個々の評価の実行中に内部エラーが発生しました (running ステータス)。
• "invalid state" — 評価の実行の状態が不明です。
• "passed" — 個々の評価はすべて完了しており、failed ステータスのものはありません。
• "provisioning" — 個々の評価の実行に必要なリソースがプロビジョニングされています。
• "running" — 個別評価が実行中です。
• "starting" — 評価の実行のスタート中ですが、個別評価に対してリソースがまだプロビジョニングさ

れていません。

以下のリストに示しているのは、評価実行の個々の評価についての [Status] (ステータス) 値です：

• "cancelled" — 個々の評価は、評価の実行をキャンセルする一環としてキャンセルされました。
• "error" — 個々の評価は正常に完了しませんでした。
• "failed" — 個々の評価が正常に完了し、検証結果が失敗しました。詳細については、結果の詳細をご

参照ください。
• "invalid state" — 個々の評価の状態が不明です。
• "passed" — 個々の評価は検証結果が成功で完了しました。
• "pending" — 個々の評価の実行を待っています。
• "running" — 個々の評価中です。
• "warning" — 個々の評価は警告検証結果ありで正常に完了しました。詳細については、結果の詳細を

ご参照ください。
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Amazon S3 で評価実行結果の JSON ファイルを表示することもできます。

Amazon S3 で実行される評価の JSON ファイルを表示するには

1. AWS DMSマネジメントコンソールから、ステータス概要に表示される Amazon S3 バケットリンク
を選択します。これにより、バケットフォルダと、バケットに保存されている他の Amazon S3 オブ
ジェクトのリストが表示されます。結果がバケットフォルダに保存されている場合は、フォルダを開
きます。

2. 評価の実行結果は、いくつかの JSON ファイルで確認できます。summary.json ファイルに
は、評価実行の全体的な結果が含まれています。残りのファイルは、評価の実行に指定された
unsupported-data-types-in-source.json といったような個別評価名が付けられます。。これ
らのファイルには、選択した評価実行の対応する個別評価の結果が含まれます。

以前のすべての評価実行の結果を表示するには

1. [Latest assessment results](評価の最新結果) セクションの下[Previous assessment results] (以前の評
価結果) を選択します。これは、以前の評価実行のリストを逆の名前順に表示します。

2. 結果を表示する以前の評価実行名を選択します。選択した評価実行のステータスの概要と個々の評価
結果は、[Latest assessment results] (評価の最新結果) セクションのあった場所に表示されます。

3. その後、最初に示した最新評価結果と同じ方法で、選択した評価の実行結果を表示できます。

既存の移行タスクに対する移行前評価の実行を開始し、結果を表示するには、次の CLI コマンドと AWS 
DMS API オペレーションを実行します:

• CLI:describe-applicable-individual-
assessments、API:DescribeApplicableIndividualAssessments - 1 つ以上のタスク構成パラ
メータを所与として、新しい移行前評価実行で指定できる個別評価のリストを提供します。

• CLI:start-replication-task-assessment-
run、API:StartReplicationTaskAssessmentRun - 既存の移行タスクの 1 つ以上の個別評価に対し
て、新しい移行前評価の実行を開始します。

• CLI:describe-replication-task-assessment-
runs、API:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns - フィルター設定に基づいて、移行前評価
実行のページ割りされたリストを返します。

• CLI:describe-replication-task-individual-
assessments、API:DescribeReplicationTaskIndividualAssessments — フィルター設定に基
づいて、個々の評価のページ割りされたリストを返します。

• CLI:cancel-replication-task-assessment-
run、API:CancelReplicationTaskAssessmentRun - 1 つの移行前評価実行をキャンセルします
が、削除はしません。

• CLI:delete-replication-task-assessment-
run、API:DeleteReplicationTaskAssessmentRun - 1 つの移行前評価実行の記録を削除します。

データ型評価の開始と表示
データ型評価では、正しく移行されない可能性があるソースデータベース内のデータ型が識別されます。
この評価中に、AWS DMS はソース データベース スキーマを読み取り、列データ型のリストを作成しま
す。次に、このリストが、AWS DMS でサポートされているデータ型の事前定義リストと比較されます。
また、AWS DMS では移行タスクにサポートされていないデータ型があるかどうかを確認できるレポート
が作成されます。

AWS DMS では、次のリレーショナルデータベースのデータ型評価レポートの作成をサポートしていま
す：
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• Oracle
• SQL Server
• PostgreSQL
• MySQL
• MariaDB
• Amazon Aurora

CLI と SDK を使用してデータ型評価レポートを開始および表示し、AWS DMS API にアクセスできます:

• CLI では、start-replication-task-assessment コマンドを使用してデータ型評価をスタート
し、describe-replication-task-assessment-results コマンドを使用して、最新データ型評
価レポートを JSON 形式で表示します。

• AWS DMS API はStartReplicationTaskAssessment オペレーションを使用してデータ型評価をス
タートし、DescribeReplicationTaskAssessmentResults オペレーションを使用して、最新デー
タ型評価レポートを JSON 形式で表示します。

最新データ型評価レポートも AWS DMS マネジメントコンソールに表示されます。

データ型評価レポートには、サポートされていないデータ型と、各データ型の列数を一覧表示する概要が
含まれます。これには、サポートされていないデータ型のスキーマ、テーブル、列など、サポートされ
ていない各データ型のデータ構造のリストが含まれます。このレポートを使用してソースデータ型を変更
し、移行プロセスを向上させることができます。

サポートされていないデータ型のレベルは 2 つあります。レポートに「サポートされていない」と表示さ
れたデータ型を移行することはできません。レポートに[partially supported](部分的にサポートされている) 
と表示されたデータ型は別のデータ型に変換できる場合もありますが、期待どおり移行されない可能性が
あります。

次の例に、表示する可能性のあるデータ型評価レポートの見本を示します。

{ 
    "summary":{ 
        "task-name":"test15", 
        "not-supported":{ 
            "data-type": [ 
                "sql-variant" 
            ], 
            "column-count":3 
        }, 
        "partially-supported":{ 
            "data-type":[ 
                "float8", 
                "jsonb" 
            ], 
            "column-count":2 
        } 
    }, 
    "types":[   
        {   
            "data-type":"float8", 
            "support-level":"partially-supported", 
            "schemas":[   
                {       
                    "schema-name":"schema1", 
                    "tables":[   
                        {   
                            "table-name":"table1", 
                            "columns":[   
                                "column1", 
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                                "column2" 
                            ] 
                        }, 
                        {   
                            "table-name":"table2", 
                            "columns":[   
                                "column3", 
                                "column4" 
                            ] 
                        } 
                    ] 
                }, 
                {   
                    "schema-name":"schema2", 
                    "tables":[   
                        {   
                            "table-name":"table3", 
                            "columns":[   
                                "column5", 
                                "column6" 
                            ] 
                        }, 
                        {   
                            "table-name":"table4", 
                            "columns":[   
                                "column7", 
                                "column8" 
                            ] 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        {   
            "datatype":"int8", 
            "support-level":"partially-supported", 
            "schemas":[   
                {   
                    "schema-name":"schema1", 
                    "tables":[   
                        {   
                            "table-name":"table1", 
                            "columns":[   
                                "column9", 
                                "column10" 
                            ] 
                        }, 
                        {   
                            "table-name":"table2", 
                            "columns":[   
                                "column11", 
                                "column12" 
                            ] 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
} 
             

AWS DMS マネジメントコンソールから最新データ型評価レポートを表示するには、[Database migration 
tasks] (データベース移行タスク) ページで特定のタスクに[Identifier] (識別子) を選択すると開くタスクペー
ジで [Assessment results] (評価結果) タブを使用します。
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AWS DMSまた、アカウントで AWS DMS によって作成された Amazon S3 バケットに、最新および以前
のすべてのデータ型評価も保存します。Amazon S3 バケット名は次の形式になります。[CustomerId]
(カスタマーID) はお客様の ID で、[customerDNS] (カスタマーDNS) は内部識別子です。

dms-customerId-customerDNS

Note

デフォルトでは、AWS アカウントにつき最大で 100 個の Amazon S3 バケットを作成できま
す。AWS DMS では、お客様のアカウントにバケットが作成されるため、バケットの制限を超え
ることがないようにしてください。そうしないと、データ型の評価は失敗します。

特定の移行タスクのデータ型評価レポートはすべて、タスク識別子を持つ名前のバケット フォルダに保
存されます。各レポートのファイル名 yyyy-mm-dd-hh Amazon S3 マネジメントコンソールから、以前の
データ型タスク評価レポートを表示し比較できます。

AWS DMS は、これらのレポートのために作成された S3 バケットへのアクセスを許可する AWS Identity 
and Access Management (IAM) ロールも作成します。ロール名は dms-access-for-tasks です。この
ロールでは AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーが使用されます。

タスク設定の補足データを指定する
一部の AWS DMS エンドポイントのレプリケーションタスクを作成または変更する場合、そのタスクで移
行を実行するための追加情報が必要になる場合があります。DMS コンソールのオプションを使用して、
この追加情報を指定できます。または、DMS API オペレーションの CreateReplicationTask または
ModifyReplicationTask の TaskData パラメータを使用して指定することもできます 。

ターゲット エンドポイントが Amazon Neptune の場合、テーブルマッピングを補足するマッピングデー
タを指定する必要があります。この補足マッピングデータは、ソースのリレーショナルデータを Neptune 
データベースが使用できるターゲット グラフデータに変換する方法を指定します。この場合、2 つの形式
のいずれかを使用できます。詳細については、「ターゲットとしての Amazon Neptune 用の Gremlin およ
び R2RML を使用したグラフ　マッピングルールの指定 (p. 460)」を参照してください。
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AWS DMS タスクのモニタリング
モニタリングは、AWS DMS と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上
で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるよう
に、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。AWS に
は、AWS DMS タスクおよびリソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するための複数の
ツールが用意されています。

AWS DMS イベントと通知

AWS DMS は Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、AWS DMS イベントが
発生したときに (レプリケーション インスタンスが作成されたときや削除されたときなどに) 通知を
送信します。AWS DMS はイベントをサブスクライブ可能なカテゴリにグループ分けするため、その
カテゴリのイベントが発生すると、通知が来ます。たとえば、特定のレプリケーション インスタンス
の作成カテゴリにサブスクライブした場合は、レプリケーション インスタンスに影響を与える作成関
連のイベントが発生するたびに通知を受け取ります。これらの通知は、メールメッセージ、テキスト
メッセージ、HTTP エンドポイントの呼び出しなど、AWS リージョン用にAmazon SNSでサポートさ
れているいずれの形式でも使用できます。詳細については、「での Amazon SNS イベントと通知の処
理AWS Database Migration Service (p. 623)」をご参照ください。

タスクのステータス

タスクのステータスを確認し、タスクの統制テーブルをモニタリングすることで、タスクの進行状況
を監視できます。タスクのステータスは、AWS DMS のタスクとタスクに関連付けられたリソース
の状態を示します。これによって、作成、開始、実行、停止など、タスクの現在の状態がわかりま
す。また、テーブルの全読み込みが開始または進行中など、タスクが移行中のテーブルの現在の状
態や、テーブルで挿入、削除、更新が発生した数などの詳細も含まれます。タスクおよびタスクリ
ソースの条件モニタリングについては、「タスクのステータス (p. 602)」と「タスク実行中のテー
ブルの状態 (p. 604)」をご参照ください。統制テーブルの詳細については、「制御テーブルタスク設
定 (p. 504)」をご参照ください。

Amazon CloudWatch アラームとログ

Amazon CloudWatch アラームを使用すると、指定した期間について 1 つ以上のタスクメトリクスを
監視できます。メトリクスが特定のしきい値を超すと、Amazon SNS トピックに通知が送信されま
す。 CloudWatch アラームは、特定の状態にあるという理由ではアクションを呼び出しません。それ
だけではなく、状態が変化して、その状態が指定期間数にわたって持続している必要があります。ま
た、AWS DMS は、移行プロセス中にも CloudWatch を使用してタスク情報を記録します。AWS CLI 
または AWS DMS API を使用すると、タスクログに関する情報を表示できます。 CloudWatch with の
使用方法の詳細についてはAWS DMS、を参照してくださいAmazon を使用したレプリケーションモ
ニタリングタスク CloudWatch (p. 605)。AWS DMS メトリクスのモニタリング詳細については、
「AWS Database Migration Service のメトリクス (p. 606)」をご参照ください。AWS DMS タスク
ログの使用については、「AWS DMS タスクログの表示と管理 (p. 611)」をご参照ください。

タイムトラベルログ

レプリケーションタスクのログとデバッグには、AWS DMS Time Travel を使用できます。この方法で
は、Amazon S3 を使用してログを保存し、暗号化キーを使用して暗号化します。日時フィルターを使
用して S3 ログを取得し、必要に応じてログを表示、ダウンロード、難読化できます。これにより、
「時間をさかのぼって」データベースのアクティビティを調査できます。

タイムトラベルは DMS がサポートされている PostgreSQL ソースエンドポイントと DMS がサポート
されている PostgreSQL および MySQL ターゲットエンドポイントで使用できます。タイムトラベル
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は、全負荷タスクと CDC タスク、および CDC のみのタスクでのみオンにできます。タイムトラベル
を有効にしたり、既存のタイムトラベル設定を変更したりするには、タスクが停止していることを確
認してください。

タイムトラベルログの詳細については、「」を参照してくださいタイムトラベルタスク設
定 (p. 496)。Time Travel ログを使用する際のベストプラクティスについては、を参照してくださ
いTime Travel によるレプリケーションタスクのトラブルシューティング (p. 122)。

AWS CloudTrail ログ

AWS DMS は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、AWS DMS 内でユーザー、IAM 
ロール、または AWS サービスによって実行されたアクションを記録するサービスです。 CloudTrail 
は、AWS DMS コンソールからの呼び出しや AWS DMS API オペレーションへのコード呼び出しを含
む、AWS DMS のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。証跡を作成する場合は、 
CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへの継続的な配信を有効にすることができますAWS 
DMS。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [Event history] で最新のイベントを表示
できます。 CloudTrailによって収集された情報を使用してAWS DMS、に対するどのようなリクエスト
が行われたかを判断できます。詳細については、「AWS CloudTrail による AWS DMS API コールのロ
グ記録 (p. 613)」を参照してください。

データベースログ

AWS Management Console、AWS CLI、または AWS データベースサービスの API を使用して、タス
クエンドポイントのデータベースログを表示、ダウンロード、監視できます。詳細については、AWS 
ドキュメントのデータベースサービス用ドキュメントをご参照ください。

詳細については、以下のトピックをご参照ください。

トピック
• タスクのステータス (p. 602)
• タスク実行中のテーブルの状態 (p. 604)
• Amazon を使用したレプリケーションモニタリングタスク CloudWatch (p. 605)
• AWS Database Migration Service のメトリクス (p. 606)
• AWS DMS タスクログの表示と管理 (p. 611)
• AWS CloudTrail による AWS DMS API コールのログ記録 (p. 613)
• AWS DMSコンテキストロギング (p. 616)

タスクのステータス
タスクステータスは、タスクの状態を示します。以下の表では、タスクがなる得るステータスを示してい
ます。

タスクのステータス 説明

[Creating] (作成中) AWS DMS タスクを作成しています。

実行中 タスクが指定された移行処理を実行中です。

停止 タスクが停止されました。

停止中 タスクが停止中です。これは通常、タスクでのユーザーによ
る介入を示します。
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タスクのステータス 説明

[Deleting] (削除中) タスクが (通常はユーザーによる介入のためリクエストから) 
削除中です。

[Failed] (失敗) タスクが失敗しました。詳細については、タスクのログファ
イルをご参照ください。

スタート タスクがレプリケーション インスタンスに、さらにソースお
よびターゲットエンドポイントに接続中です。フィルタと変
換を適用中です。

準備完了 タスクの実行準備ができました。このステータスになるのは
通常、「creating」状態の後です。

変更 タスクが (通常はユーザーによるタスク設定の変更アクショ
ンのため) 変更中です。

[Moving] (移動) タスクは別のレプリケーション インスタンスに移動中です。
レプリケーションは移動が完了するまでは、この状態のまま
になります。タスクの削除は、移動中にレプリケーション タ
スクで許可されている唯一のオペレーションです。

[Failed-move] (失敗した移動) ターゲット レプリケーション インスタンスに十分なスト
レージ領域がないなど、何らかの理由でタスクの移動が失敗
しました。レプリケーション タスクがこの状態になると、ス
タート、変更、移動、または削除できます。

テスト このタスクに指定されているデータベースマイグレーション
は、StartReplicationTaskAssessmentRun、StartReplicationTaskAssessmentま
たはのいずれかの操作の実行に応じてテストされています。

タスクのステータスバーで、タスクの進捗状況を予測できます。この予測の正確さはソースデータベース
のテーブル統計の正確さによって異なります。テーブル統計が正確であればあるほど、正確に予測できま
す。予測された列の統計がないテーブルが 1 つだけのタスクでは、どのような種類であっても完了率の予
測を提供できません。この場合、タスクのステータスと、ロードされた列の表示を使って、タスクが実際
に実行されて進行していることを確認できます。

DMS コンソールの「最終更新」列はテーブルに対して AWS DMS が最後にテーブル統計レコードを更新
した時刻を示すのみであることにご注意ください。これはテーブルの最終更新時間を示すものではありま
せん。

DMS コンソールを使用する以外に、次の例に示すように、aws dms describe-replication-
tasksのコマンドを使用して、タスクステータスを含む現在のレプリケーションタスクの説明を出力でき
ます。AWS CLI

{ 
    "ReplicationTasks": [ 
        { 
            "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2", 
            "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA", 
            "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U", 
            "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE", 
            "MigrationType": "full-load", 
            "TableMappings": ...output omitted... , 
            "ReplicationTaskSettings": ...output omitted... , 
            "Status": "stopped", 
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            "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED", 
            "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505, 
            "ReplicationTaskStartDate": 1590619805.212, 
            "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII", 
            "ReplicationTaskStats": { 
                "FullLoadProgressPercent": 100, 
                "ElapsedTimeMillis": 0, 
                "TablesLoaded": 0, 
                "TablesLoading": 0, 
                "TablesQueued": 0, 
                "TablesErrored": 0, 
                "FreshStartDate": 1590619811.528, 
                "StartDate": 1590619811.528, 
                "StopDate": 1590619842.068 
            } 
        } 
    ]
}   

タスク実行中のテーブルの状態
AWS DMS コンソールは移行中にテーブルの状態に関する情報を更新します。以下の表では、表示される
可能性のある状態値を示しています。

状態 説明

テーブルが存在しません AWS DMS がソース エンドポイントでテーブルを見つけられ
ません。

ロード前 フルロードプロセスが有効になっていますが、まだ開始され
ていません。
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状態 説明

Full load 全ロードプロセスが進行中です。

テーブル完了 全ロードが完了しました。

テーブル取消 テーブルのロードがキャンセルされました。

テーブルエラー テーブルのロード時にエラーが発生しました。

Amazon を使用したレプリケーションモニタリング
タスク CloudWatch

Amazon CloudWatch アラームやイベントを使用して、移行をより詳細に追跡できます。Amazon の
詳細については、「Amazon CloudWatch、Amazon  CloudWatch イベント CloudWatch、Amazon 
CloudWatch ログとは?」を参照してください。 Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「」を参照してく
ださい。Amazon CloudWatch の使用には料金が発生することにご注意ください。

CloudWatch AWS DMS CloudWatch ログを作成しない (p. 716)レプリケーションタスクでログが作成さ
れない場合は、トラブルシューティングガイドのを参照してください。

AWS DMSコンソールには、次の図に示すように、タスクステータス、経過時間、 CloudWatch テーブル
の統計を含む各タスクの基本的な統計が表示されます。レプリケーションタスクを選択し、CloudWatch 
メトリクスタブを選択します。

CloudWatch タスクログの設定を表示および変更するには、[タスクログの変更] を選択します。詳細につい
ては、「ロギングタスク設定 (p. 501)」を参照してください。

AWS DMS コンソールで [Table statistics] (テーブル統計) タブを選択すると、挿入、削除、更新の数な
ど、各テーブルのパフォーマンス統計が表示されます。
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さらに、「レプリケーションインスタンス」ページからレプリケーションインスタンスを選択すると、
「メトリック」CloudWatch タブを選択してインスタンスのパフォーマンスメトリックを表示できます。

AWS Database Migration Service のメトリクス
AWS DMS には、次の統計情報が表示されます:

• ホストメトリクス — Amazon が提供するレプリケーションホストのパフォーマンスと使用率の統計情報 
CloudWatch。使用可能なメトリクスの完全なリストについては、「レプリケーションインスタンスのメ
トリクス (p. 608)」をご参照ください。
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• [Replication Task Metrics] (レプリケーション タスク メトリクス) – 受信した変更とコミットされた変
更、レプリケーション ホストとソースおよびターゲットデータベースの間のレイテンシーなど、レプリ
ケーション タスクの統計。使用可能なメトリクスの完全なリストについては、「レプリケーションタス
クのメトリクス (p. 609)」をご参照ください。

• [Table Metrics] (テーブルメトリクス) 挿入、更新、削除、完了した DDL ステートメントの数など、移行
が進行中のテーブルの統計。

タスクメトリクスは、レプリケーションホストおよびソースエンドポイント間の統計と、レプリケーショ
ンホストおよびターゲットエンドポイント間の統計に分けられます。関連する 2 つの統計を一緒に追加す
ることで、タスクの統計の合計を調べることもできます。たとえば、CDC と CDCLatencyTarget の値を組
み合わせることで、タスクの合計レイテンシーLatencySource、つまりレプリカラグを判断できます。

タスクメトリック値は、ソースデータベースにおける現在のアクティビティの影響を受ける可能性があり
ます。たとえば、トランザクションが開始されたがコミットされていない場合、CDCLatencySource 指標
はそのトランザクションがコミットされるまで増加し続けます。

レプリケーションインスタンスの場合、FreeableMemoryメトリックを明確にする必要があります。解放可
能なメモリは、実際の使用可能な空きメモリを示しているわけではありません。これは、解放して他の用
途に使用できる現在使用中のメモリであり、レプリケーションインスタンスで使用されているバッファと
キャッシュの組み合わせです。

FreeableMemoryこのメトリックには実際に使用可能な空きメモリは反映されません
が、FreeableMemorySwapUsageとメトリックを組み合わせると、レプリケーションインスタンスが過負
荷になっているかどうかがわかります。

次の状態について、これらの 2 つのメトリクスをモニタリングします。

• FreeableMemory指標がゼロに近づいています。
• SwapUsage指標は増加または変動します。

これらの 2 つの状態のいずれかが表示された場合は、より大きなレプリケーションインスタンスへの移行
を検討する必要があります。また、レプリケーションインスタンスで実行中のタスクの数とタイプを減ら
すことも検討してください。全ロードタスクは、変更をレプリケートするだけのタスクよりも多くのメモ
リを必要とします。

移行タスクの実際のメモリ要件を見積もるには、AWS DMS はおおむね次のメソッドを使用します。

フル LOB モード (単一行+更新、コミットレートを使用)

Memory: (# of lob columns in a table) x (Number of table in parallel, 
default is 8) x (lob chunk size) x (Commit rate during full load) = 2 * 8 
*64(k) * 10000k

Note

タスクを変更して[Commit rate during full load] (全ロード時のコミットレート) を減らす
ことができます。AWS Management Console でこの数を変更するには、コンソールを
開き、[Tasks] (タスク) を選択後、タスクの作成または変更を選択してから、[Advanced 
Settings] (詳細設定) を選択します。[Tuning Settings] (設定のチューニング) で、[Commit rate 
during full load] (全ロード時のコミットレート) オプションを編集します。

制限された LOB モード (アレイを使用)

Memory: (# of lob columns in a table) x (Number of table in parallel, 
default is 8) x maxlobSize x bulkArraySize = 2 * 8 * 4096(k) * 1000

AWS DMS が変換を最適に実行するには、変換が発生したときに CPU が使用可能でなければなりませ
ん。CPU をオーバーロードし、十分な CPU リソースがないと、移行が遅くなる可能性があります。AWS 
DMS は特に Oracle から PostgreSQL へなどの異種間で移行やレプリケーションを実行する場合は、CPU 
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の負荷が大きくなることがあります。C4 レプリケーション インスタンスはこのような状況に適していま
す。詳細については、「移行に適した AWS DMS レプリケーション インスタンスを選択する (p. 128)」を
参照してください。

レプリケーションインスタンスのメトリクス
レプリケーションインスタンスのモニタリングには、以下の統計の Amazon CloudWatch メトリックスが
含まれます。

メトリクス 説明

AvailableMemory スワップなしで新しいアプリケーションの開始に使用可能なメモリ容量の
推定。詳細については、Linux man ページ の /proc/memInfo セクション
に記載されている MemAvailable の値をご参照ください。

単位: バイト

[CPUAllocated](割り当て
済み CPU)

タスクに最大割り当てられた CPU のパーセンテージ (0 は無制限を意味す
る)。

AWS 
DMSReplicationInstanceIdentiferReplicationTaskIdentifier
CloudWatch コンソール内のおよびの合計サイズに対してこの指標を上げ
ます。この指標を表示するには、ReplicationInstanceIdentifier, 
ReplicationTaskIdentifierカテゴリを使用してください。

単位: パーセント

CPUUtilization 割り当てられた vCPU (仮想 CPU) のうち、現在インスタンス上に使用され
ているものに対する比率。

単位: パーセント

DiskQueueDepth ディスクアクセス待機中未処理の読み取り/書き込みリクエスト) (I/O) の
数。

単位はカウント

FreeStorageSpace 使用可能なストレージ領域の容量。

単位: バイト

FreeMemory アプリケーションおよびページキャッシュ、カーネル独自のデータ構造で
使用できる物理メモリ量。詳細については、Linux man ページ の /proc/
memInfo セクションに記載されている MemFree の値をご参照ください。

単位: バイト

FreeableMemory 使用可能な RAM の容量。

単位: バイト

MemoryAllocated タスクの最大割り当てメモリ (0 は無制限を意味する)。

AWS 
DMSReplicationInstanceIdentiferReplicationTaskIdentifier
CloudWatch コンソール内のおよびの合計サイズに対してこの指標を上げ
ます。この指標を表示するには、ReplicationInstanceIdentifier, 
ReplicationTaskIdentifierカテゴリを使用してください。
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メトリクス 説明
単位: MiB

WriteIOPS 1 秒あたりのディスク書き込み I/O 操作の平均回数。

単位: カウント/秒

ReadIOPS 1 秒あたりのディスク読み取り I/O 操作の平均回数。

単位: カウント/秒

WriteThroughput 1 秒あたりのディスクへの平均書き込みバイト数。

単位: バイト/秒

ReadThroughput 1 秒あたりのディスクからの平均読み取りバイト数。

単位: バイト/秒

WriteLatency 1 回のディスク I/O (出力) 操作にかかる平均時間。

単位: ミリ秒

ReadLatency 1 回のディスク I/O (入力) 操作にかかる平均時間。

単位: ミリ秒

SwapUsage レプリケーションインスタンスで使用されるスワップ領域の量。

単位: バイト

NetworkTransmitThroughputモニタリングとレプリケーションに使用される顧客データベース トラ
フィックと AWS DMS トラフィックの両方を含むレプリケーション インス
タンスの送信 (Transmit) ネットワーク トラフィック。

単位: バイト/秒

NetworkReceiveThroughput モニタリングとレプリケーションに使用される顧客データベース トラ
フィックと AWS DMS トラフィックの両方を含むレプリケーション インス
タンスの受信 (Receive) ネットワーク トラフィック。

単位: バイト/秒

レプリケーションタスクのメトリクス
レプリケーションタスク監視には、次の統計のメトリックが含まれます。

メトリクス 説明

FullLoadThroughputBandwidthTargetターゲットに送信される全ロードによるネットワーク帯域幅 (1 秒あたりの 
KB 数)。

FullLoadThroughputRowsTargetターゲットに送信される全ロードによる変更 (1 秒あたりの行数)。

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
IncomingChanges

point-in-time ターゲットへの適用を待っている変更イベントの総数。これ
は、ソースエンドポイントのトランザクション変更レートの測定と同じで
はありません。通常、このメトリクスの大多数は、 AWS DMS をキャプ
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メトリクス 説明
チャされた変更にタイムリーに適用できず、ターゲットのレイテンシーが
高くなっていることを示します。

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
ChangesMemorySource

メモリに累積され、ソースからのコミットを待機している行の
数。このメトリックは CDC パフォーマンスの詳細を確認できます
ChangesDiskSource。

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
ChangesMemoryTarget

メモリに累積され、ターゲットへのコミットを待機している行の
数。このメトリックは CDC パフォーマンスの詳細を確認できます
ChangesDiskTarget。

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
ChangesDiskSource

ディスクに累積され、ソースからのコミットを待機している行の
数。このメトリックは CDC パフォーマンスの詳細を確認できます
ChangesMemorySource。

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
ChangesDiskTarget

ディスクに累積され、ターゲットへのコミットを待機している行の
数。このメトリックは CDC パフォーマンスの詳細を確認できます
ChangesMemoryTarget。

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
ThroughputBandwidthTarget

ターゲットに送信される送信データ (KB/秒)。ThroughputBandwidth CDC 
パフォーマンスの向上 ネットワーク トラフィックが見つからない場合、値
は 0 です。CDC は長時間実行トランザクションを発行しないため、ネット
ワークトラフィックは記録されない場合があります。

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
ThroughputRowsSource

ソースから受信したタスクの変更 (1 秒あたりの行数)。

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
ThroughputRowsTarget

ターゲットに送信されるタスクの変更 (1 秒あたりの行数)。

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
LatencySource

ソース エンドポイントからキャプチャされた最後のイベントと、AWS 
DMS インスタンスの現在のシステム タイムスタンプの間の間隔 
(秒)。CDCLatencySource は、ソースインスタンスとレプリケーションイ
ンスタンス間のレイテンシーを表します。LatencySource CDパフォーマ
ンスの向上は CDC パフォーマンスの向上 進行中のレプリケーションの
レイテンシーを特定するには CDC パフォーマンスの詳細を確認できます
LatencyTarget。CDCLatencySource と CDCLatencyTarget の両方が高い場
合は、LatencySourceまず CDC を調べてください。

ソースとレプリケーションインスタンスの間にレプリケーションラグがな
い場合は、CDC を 0SourceLatency にすることができます。SourceLatency
また、レプリケーションタスクがソースのトランザクションログの次のイ
ベントを読み取ろうとしたときに、ソースから最後に読み取ったときと比
べて新しいイベントがない場合も、CDC が 0 になることがあります。これ
が発生すると、タスクは CDCSourceLatency パフォーマンスのリセットを
行います。
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メトリクス 説明

CDパフォーマンスの
パフォーマンスのパ
フォーマンスの向上
LatencyTarget

ターゲットのコミットを待機中の最初のイベント タイムスタンプと AWS 
DMS インスタンスの現在のタイムスタンプの間の間隔 (秒)。ターゲッ
トレイテンシーは、レプリケーションインスタンスのサーバー時間と、
ターゲットコンポーネントに転送された最も古い未確認イベント ID と
の差です。つまり、ターゲットレイテンシーは、レプリケーションイ
ンスタンスと、適用されたが TRG エンドポイントでは未確認の最も古
いイベントとのタイムスタンプの差です (99%)。CDCLatencyTarget パ
フォーマンスの高い場合は、ターゲットに変更イベントを適用するプ
ロセスが遅延していることを示します。進行中のレプリケーションのレ
イテンシーを特定するには CDC パフォーマンスの詳細を確認できます
LatencySource。CDCLatencyTarget パフォーマンスの向上LatencySource 
パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上

• ターゲットにプライマリキーまたはインデックスがありません
• ターゲット インスタンスまたはレプリケーション インスタンスでリソー

スのボトルネックが発生する
• レプリケーショ ンインスタンスとターゲットの間にネットワークの問題

がある

CPUUtilization (CPU使用
度)

複数のコアでタスクによって使用されている CPU の割合。タスク 
CPUUtilizaion のセマンティクスは、レプリケーション CPUUtilization とは
少し異なります。1 つの vCPU が完全に使用されている場合は 100% を示
しますが、複数の vCPUs が使用されている場合は 100% を超える可能性が
あります。

単位: パーセント

SwapUsage タスクで使用されるスワップの量。

単位: バイト

MemoryUsage タスクが消費するコントロールグループ (cgroup) のメモ
リ.usage_in_bytes。DMS は cgroup を使用して、メモリや CPU などのシ
ステムリソースの使用を制御します。このメトリックは、そのタスクに割
り当てられた cgroup 内のタスクのメモリ使用量をメガバイト単位で示しま
す。cgroup の制限は、DMS レプリケーションインスタンスクラスで使用可
能なリソースに基づいています。 memory.usage_in_bytes は、メモリの常
駐セットサイズ (RSS)、キャッシュ、およびスワップコンポーネントで構
成されています。オペレーティングシステムは、必要に応じてキャッシュ
メモリを再利用できます。レプリケーションインスタンスのメトリックも
監視することをお勧めしますAvailableMemory。

AWS 
DMSReplicationInstanceIdentiferReplicationTaskIdentifier
CloudWatch コンソール内のおよびの合計サイズに対してこの指標を上げ
ます。この指標を表示するには、ReplicationInstanceIdentifier, 
ReplicationTaskIdentifierカテゴリを使用してください。

AWS DMS タスクログの表示と管理
Amazon CloudWatch を使用して、AWS DMS移行プロセス中にタスク情報をログに記録できます。タスク
設定を選択すると、ログ記録が有効になります。詳細については、「ロギングタスク設定 (p. 501)」を参
照してください。
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実行されたタスクのログを表示するには、以下の手順に従います。

1. AWS DMS コンソールを開き、ナビゲーションペインから [データベース移行タスク] を選択します。
[データベース移行タスク] ダイアログが表示されます。

2. タスクの名前を選択します。[概要の詳細] ダイアログが表示されます。
3. [移行タスクログ] セクションを見つけて、[ CloudWatch ログを表示] を選択します。

さらに、 AWS CLI または AWS DMS API を使用して、タスクログに関する情報を表示できます。そのた
めには、describe-replication-instance-task-logs AWS CLI CLI コマンドまたは AWS DMS 
API アクション DescribeReplicationInstanceTaskLogs を使用します。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは JSON 形式のタスク ログ メタデータを表示します。

$ aws dms describe-replication-instance-task-logs \ 
   --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-east-1:237565436:rep:CDSFSFSFFFSSUFCAY 
         

コマンドからのレスポンス例を次に示します。

{ 
    "ReplicationInstanceTaskLogs": [ 
        { 
            "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:237565436:task:MY34U6Z4MSY52GRTIX3O4AY", 
            "ReplicationTaskName": "mysql-to-ddb", 
            "ReplicationInstanceTaskLogSize": 3726134 
        } 
    ], 
    "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-east-1:237565436:rep:CDSFSFSFFFSSUFCAY"
} 
         

このレスポンスでは、1 つのタスクログ (mysql-to-ddb) がレプリケーションインスタンスに関連付けら
れています。このログのサイズは、3,726,124 バイトです。

describe-replication-instance-task-logs により返される情報を使用して、タスクログの問題
を診断およびトラブルシューティングできます。たとえば、タスクの詳細なデバッグログを有効にした場
合、タスクログはすぐに大きくなるため、レプリケーション インスタンスに使用可能なストレージを消耗
し、インスタンスステータスが storage-full に変化する可能性があります。タスクログを記述するこ
とによって、必要ないタスクログを判断できます。これにより、それらのタスクログを削除してストレー
ジ領域を解放できます。

タスクのタスクログを削除するには、タスク設定 DeleteTaskLogs を true に設定します。たとえ
ば、AWS CLI modify-replication-task コマンドまたは AWS DMS API ModifyReplicationTask
アクションを使用してタスクを変更するときに、次の JSON はタスクログを削除します。

{ 
   "Logging": { 
       "DeleteTaskLogs":true 
   }
} 
         

612



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
AWS CloudTrail による AWS DMS API コールのログ記録

AWS CloudTrail による AWS DMS API コールのロ
グ記録

AWS DMSのユーザーAWS CloudTrail、またはAWSのサービスで実行されたアクションをレコードする
サービスであると統合されていますAWS DMS。 CloudTrail AWS DMSコンソールからの呼び出しや API 
オペレーションへのコードコールを含む、のすべてのAWS DMS APIAWS DMS コールをイベントとして
キャプチャします。証跡を作成する場合は、 CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへの継続
的な配信を有効にすることができますAWS DMS。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソール
の [Event history] で最新のイベントを表示できます。 CloudTrailによって収集された情報を使用してAWS 
DMS、に対するどのようなリクエストが行われたかを判断できます。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

AWS DMS内の情報 CloudTrail
CloudTrail は、AWSアカウント作成時にアカウントで有効になります。でアクティビティが発生すると
AWS DMS、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴]AWS の他ののサービスイベントとともにイ
ベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細に
ついては、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

AWS のイベントなど、AWS DMS アカウントのイベントの継続的なレコードについては、追跡を作成し
ます。追跡により、 CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡では、AWS 
パーティション内のすべての AWS リージョンからのイベントをログに記録し、指定した Simple Storage 
Service (Amazon S3)バケットにログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析と
ログで収集されたデータに基づく対応するためにその他のサービスを設定できます。詳細については、以
下をご覧ください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 「 CloudTrail AWS複数のリージョンからのログファイルの受信」および「 CloudTrail 複数のアカウント

からのログファイルの受信」

AWS DMS CloudTrail すべてのアクションはログに記録され、AWS Database Migration ServiceAPI リファ
レンスに記載されています。たとえば、、TestConnectionStartReplicationTaskおよびアクション
を呼び出すとCreateReplicationInstance、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWS DMS ログファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任意のソースから
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の単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が
含まれます。 CloudTrail ログファイルはパブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではな
いため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、 CloudTrail RebootReplicationInstanceアクションのログエントリを示しています。

    { 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:johndoe", 
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/admin/johndoe", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "ASIAYFI33SINADOJJEZW", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-08-01T16:42:09Z" 
            }, 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/admin", 
                "accountId": "123456789012", 
                "userName": "admin" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-08-02T00:11:44Z", 
    "eventSource": "dms.amazonaws.com", 
    "eventName": "RebootReplicationInstance", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "72.21.198.64", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "forceFailover": false, 
        "replicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:EX4MBJ2NMRDL3BMAYJOXUGYPUE" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "replicationInstance": { 
            "replicationInstanceIdentifier": "replication-instance-1", 
            "replicationInstanceStatus": "rebooting", 
            "allocatedStorage": 50, 
            "replicationInstancePrivateIpAddresses": [ 
                "172.31.20.204" 
            ], 
            "instanceCreateTime": "Aug 1, 2018 11:56:21 PM", 
            "autoMinorVersionUpgrade": true, 
            "engineVersion": "2.4.3", 
            "publiclyAccessible": true, 
            "replicationInstanceClass": "dms.t2.medium", 
            "availabilityZone": "us-east-1b", 
            "kmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-
e8494fa3921a", 
            "replicationSubnetGroup": { 
                "vpcId": "vpc-1f6a9c6a", 
                "subnetGroupStatus": "Complete", 
                "replicationSubnetGroupArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:subgrp:EDHRVRBAAAPONQAIYWP4NUW22M", 
                "subnets": [ 
                    { 
                        "subnetIdentifier": "subnet-cbfff283", 
                        "subnetAvailabilityZone": { 
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                            "name": "us-east-1b" 
                        }, 
                        "subnetStatus": "Active" 
                    }, 
                    { 
                        "subnetIdentifier": "subnet-d7c825e8", 
                        "subnetAvailabilityZone": { 
                            "name": "us-east-1e" 
                        }, 
                        "subnetStatus": "Active" 
                    }, 
                    { 
                        "subnetIdentifier": "subnet-6746046b", 
                        "subnetAvailabilityZone": { 
                            "name": "us-east-1f" 
                        }, 
                        "subnetStatus": "Active" 
                    }, 
                    { 
                        "subnetIdentifier": "subnet-bac383e0", 
                        "subnetAvailabilityZone": { 
                            "name": "us-east-1c" 
                        }, 
                        "subnetStatus": "Active" 
                    }, 
                    { 
                        "subnetIdentifier": "subnet-42599426", 
                        "subnetAvailabilityZone": { 
                            "name": "us-east-1d" 
                        }, 
                        "subnetStatus": "Active" 
                    }, 
                    { 
                        "subnetIdentifier": "subnet-da327bf6", 
                        "subnetAvailabilityZone": { 
                            "name": "us-east-1a" 
                        }, 
                        "subnetStatus": "Active" 
                    } 
                ], 
                "replicationSubnetGroupIdentifier": "default-vpc-1f6a9c6a", 
                "replicationSubnetGroupDescription": "default group created by console for 
 vpc id vpc-1f6a9c6a" 
            }, 
            "replicationInstanceEniId": "eni-0d6db8c7137cb9844", 
            "vpcSecurityGroups": [ 
                { 
                    "vpcSecurityGroupId": "sg-f839b688", 
                    "status": "active" 
                } 
            ], 
            "pendingModifiedValues": {}, 
            "replicationInstancePublicIpAddresses": [ 
                "18.211.48.119" 
            ], 
            "replicationInstancePublicIpAddress": "18.211.48.119", 
            "preferredMaintenanceWindow": "fri:22:44-fri:23:14", 
            "replicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:EX4MBJ2NMRDL3BMAYJOXUGYPUE", 
            "replicationInstanceEniIds": [ 
                "eni-0d6db8c7137cb9844" 
            ], 
            "multiAZ": false, 
            "replicationInstancePrivateIpAddress": "172.31.20.204", 
            "patchingPrecedence": 0 
        } 
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    }, 
    "requestID": "a3c83c11-95e8-11e8-9d08-4b8f2b45bfd5", 
    "eventID": "b3c4adb1-e34b-4744-bdeb-35528062a541", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

AWS DMSコンテキストロギング
AWS DMSコンテキストロギングを使用して、進行中の移行に関する情報を提供します。コンテキストロ
グは、 CloudWatch 次のような情報をタスクのログに書き込みます。

• ソースデータベースとターゲットデータベースへのタスクの接続に関する情報。
• レプリケーションタスクの動作。タスクログを使用して、レプリケーションの問題を診断できます。
• AWS DMSソースデータベースとターゲットデータベースで実行される、データを含まない SQL ステー

トメント。SQL ログを使用して、予期しない移行動作を診断できます。
• 各 CDC イベントのストリーミング位置の詳細。

コンテキストログはAWS DMSバージョン 3.5.0 以降でのみ使用可能です。

AWS DMSデフォルトでコンテキストロギングをオンにします。コンテキストロギングを制御するに
は、EnableLogContexttrueタスク設定をまたはに設定するかfalse、コンソールでタスクを変更しま
す。

AWS DMSコンテキストログ情報を 3 CloudWatch 分ごとにログのレプリケーションタスクに書き込みま
す。レプリケーションインスタンスにアプリケーションログ用の十分な容量があることを確認してくだ
さい。タスクログの管理の詳細については、「」を参照してくださいAWS DMS タスクログの表示と管
理 (p. 611)。

トピック
• オブジェクトタイプのもの (p. 616)
• ロギングの例 (p. 617)
• 制限事項 (p. 618)

オブジェクトタイプのもの
AWS DMS次のオブジェクトタイプのコンテキストロギングを生成します。 CloudWatch

オブジェクトタイプのもの 説明

TABLE_NAME これらのログエントリには、現在のタスクマッピ
ングルールが適用されるテーブルに関する情報が
含まれています。これらのエントリを使用して、
移行中の特定の期間のテーブルイベントを調べる
ことができます。

SCHEMA_NAME これらのログエントリには、現在のタスクマッピ
ングルールで使用されているスキーマに関する情
報が含まれています。これらのエントリを使用し
て、AWS DMS移行中の特定の期間にどのスキーマ
が使用されているかを判断できます。
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オブジェクトタイプのもの 説明

TRANSACTION_ID これらのエントリには、ソースデータベースから
キャプチャされた各 DML/DDL 変更のトランザク
ション ID が含まれています。これらのログエント
リを使用して、特定のトランザクション中にどの
ような変更が行われたかを判断できます。

CONNECTION_ID これらのエントリには、ソースデータベースと
ターゲットデータベースの各スレッドの接続 ID が
含まれています。これらのログエントリを使用し
て、AWS DMS各移行ステップでどの接続を使用す
るかを判断できます。

STATEMENT これらのエントリには、各移行変更の取得、処
理、および適用に使用される SQL コードが含まれ
ています。

STREAM_POSITION これらのエントリには、ソースデータベースでの
各移行アクションのトランザクションログファイ
ル内の位置が含まれます。これらのエントリの
形式は、ソースデータベースエンジンのタイプに
よって異なります。この情報を使用して、CDC の
みのレプリケーションを設定する場合のリカバリ
チェックポイントの開始位置を決定することもで
きます。

ロギングの例
このセクションには、レプリケーションを監視し、レプリケーションの問題を診断するために使用できる
ログレコードの例が含まれています。

接続ログの例
このセクションには、接続 ID を含むログサンプルが含まれています。ログで特定の接続 ID を検索する
と、AWS DMS特定の操作と同じスレッドで実行されている他の操作を確認できます。

次のログエントリの接続 ID は同じです。同じ接続 ID の操作は同じスレッドを使用します。

00362696: 2023-02-22T10:09:29 [SOURCE_CAPTURE  ]I:  Capture record 1 to 
 internal queue from Source  {operation:START_REGULAR (43), connectionId:27598, 
 streamPosition:0000124A/6800A778.NOW}  (streamcomponent.c:2920) 
             
00362696: 2023-02-22T10:12:30 [SOURCE_CAPTURE  ]I:  Capture record 0 to internal queue from 
 Source  {operation:IDLE (51), connectionId:27598}  (streamcomponent.c:2920)

00362696: 2023-02-22T11:25:27 [SOURCE_CAPTURE  ]I:  Capture record 0 to internal 
 queue from Source  {operation:IDLE (51), columnName:region, connectionId:27598}  
 (streamcomponent.c:2920)             

タスク動作ログの例
このセクションには、レプリケーションタスクログの動作に関するログサンプルが含まれています。この
情報を使用して、IDLEステータスのタスクなど、レプリケーションの問題を診断できます。

SOURCE_CAPTURE次のログは、ソースデータベースのログファイルから読み取ることができるイベントが
ないことを示し、TARGET_APPLYAWS DMSターゲットデータベースに適用するCDCコンポーネントから
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受信したイベントがないことを示すレコードが含まれています。これらのイベントには、以前に適用され
たイベント関連のコンテキストの詳細も含まれています。

00362696: 2023-02-22T11:23:24 [SOURCE_CAPTURE  ]I:  No Event fetched from wal log  
 (postgres_endpoint_wal_engine.c:1369)
00362697: 2023-02-22T11:24:29 [TARGET_APPLY    ]I:  No records 
 received to load or apply on target , waiting for data from upstream. 
 The last context is  {operation:INSERT (1), tableName:sales_11, 
 schemaName:public, txnId:18662441, connectionId:17855, statement:INSERT INTO 
 "public"."sales_11"("sales_no","dept_name","sale_amount","sale_date","region") values 
 (?,?,?,?,?), 

SQL ステートメントログの例
このセクションには、ソースデータベースとターゲットデータベースで実行される SQL ステートメントに
関するログサンプルが含まれています。ログに表示される SQL ステートメントには SQL ステートメント
のみが表示され、データは表示されません。TARGET_APPLY次のログは、INSERTターゲットで実行され
たステートメントを示しています。

00362697: 2023-02-22T11:26:07 [TARGET_APPLY    ]I:  Applied record 
 2193305 to target  {operation:INSERT (1), tableName:sales_111, 
 schemaName:public, txnId:18761543, connectionId:17855, statement:INSERT INTO 
 "public"."sales_111"("sales_no","dept_name","sale_amount","sale_date","region") values 
 (?,?,?,?,?), 

制限事項
AWS DMSコンテキストロギングには以下の制限が適用されます。

• すべてのエンドポイントタイプのロギングは最小限ですがAWS DMS、エンジン固有の広範なコンテキ
ストロギングは次のエンドポイントタイプでのみ使用できます。これらのエンドポイントタイプを使用
する場合は、コンテキストロギングを有効にすることをお勧めします。
• MySQL
• PostgreSQL
• Oracle
• Microsoft SQL Server
• MongoDB/ Amazon DocumentDB
• Amazon S3
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での Amazon EventBridge イベ
ントと通知の操作AWS Database 
Migration Service

Amazon EventBridge を使用して、AWS DMSレプリケーションインスタンスの作成や削除などのイベン
トが発生したとき Amazon を使用して通知を送信できます。 EventBridge イベントを受信し、イベント
ルールで定義されているイベントの通知をルーティングします。通知は、 EventBridge AWSリージョンに
ついて Amazon でサポートされている任意の形式で操作できます。Amazon の使用方法の詳細については 
EventBridge、「Amazon とは EventBridge?」を参照してください。 Amazon EventBridge ユーザーガイド
を参照してください。

Note

Amazon EventBridge イベントの操作は、AWS DMSバージョン 3.4.6 以降でサポートされていま
す。

EventBridge AWS DMS環境の変化の指標であるイベントを受信し、通知メカニズムにイベントをルーティ
ングするルールを適用します。ルールは、イベントパターンと呼ばれるイベントの構造に基づいて、イベ
ントと通知メカニズムをマッチングさせます。

AWS DMSイベントルールを適用できるカテゴリにイベントをグループ化するため、そのカテゴリのイベ
ントが発生すると通知が来ます。たとえば、 EventBridge特定のレプリケーションインスタンスの作成カ
テゴリにイベントルールを適用するとします。その後、レプリケーションインスタンスに影響を与える作
成関連のイベントが発生するたびに通知を受け取ります。レプリケーションインスタンスの設定変更カテ
ゴリにルールを適用した場合は、レプリケーションインスタンスの設定が変更されると、通知を受け取り
ます。から提供されるイベントカテゴリのリストについてはAWS DMS、以下の「AWS DMSイベントカテ
ゴリとイベントメッセージ」をご参照ください。

Note

events.amazonaws.com からの公開を許可するには、必ず Amazon SNS トピックのアクセスポリ
シーを更新してください。詳細については、Amazon EventBridge  EventBridge ユーザーガイドの
「Amazon のリソースベースのポリシーを使用する」を参照してください。
イベントサブスクリプションを Amazon に移行する方法の詳細については EventBridge、「アク
ティブなイベントサブスクリプションを DMS から Amazon に移行する」を参照してください 
EventBridge。 (p. 623)
Amazon SNS によるテキストメッセージの使用の詳細については、「Amazon SNS を使用した 
SMS を使用した SMS を使用した SMS を使用した SMS を使用した SMS を使用した SMS 通知
の送信と受信」をご参照ください。

Amazon EventBridge イベントルールを使用して
AWS DMS

Amazon EventBridge は、 EventBridge イベントルールを作成するときに指定したアドレスにイベント通
知を送信します。複数の異なるルールを作成することもできます。たとえば、すべてのイベント通知を受
信するルールや、本番稼働用の DMS リソースに関する重要なイベントのみを含むルールを作成すること
もできます。でイベント通知を有効または無効することもできます EventBridge。
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EventBridge AWS DMSイベントに対応する Amazon ルールを作成するには

• Amazon  EventBridge ユーザーガイドの「イベントに対応する Amazon EventBridge ルールの作成」
で説明されている手順を実行し、AWS DMSイベントのルールを作成します。

a. EventBridge ルール内のイベントパターンに一致するイベントを受信したときに実行する通知ア
クションを指定します。イベントが一致すると、 EventBridge イベントを送信し、ルールに定義
されているアクションを呼び出します。

b. [Service provider] (サービスプロバイダー) で、AWS を選択します。
c. [サービス名] に [Database Migration Service (DMS)] を選択します。

その後、イベント通知を受け取り始めることができます。

次の JSON 例は、 EventBridge AWS DMSサービスのイベントモデルを示しています。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"11a11b11-222b-333a-44d4-01234a5b67890", 
   "detail-type":"DMS Replication Task State Change", 
   "source":"aws.dms", 
   "account":"0123456789012", 
   "time":"1970-01-01T00:00:00Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:dms:us-east-1:012345678901:task:AAAABBBB0CCCCDDDDEEEEE1FFFF2GGG3FFFFFF3" 
   ], 
   "detail":{ 
      "type":"REPLICATION_TASK", 
      "category":"StateChange", 
      "eventType":"REPLICATION_TASK_STARTED", 
      "eventId":"DMS-EVENT-0069", 
      "resourceLink":"https://console.aws.amazon.com/dms/v2/home?region=us-
east-1#taskDetails/taskName", 
      "detailMessage":"Replication task started, with flag = fresh start" 
   }
} 

       

通知できるカテゴリとイベントのリストについては、次のセクションをご参照ください。

AWS DMS のイベントカテゴリとイベントメッセー
ジ

AWS DMSでは、識別可能なカテゴリ内で多数のイベントが生成されます。各カテゴリは、レプリケー
ションインスタンスまたはレプリケーションタスクのソースタイプに適用されます。

以下の表では、レプリケーション インスタンスソースタイプの可能なカテゴリとイベントを示していま
す。

カテゴリ 説明

設定変更 このレプリケーション インスタンス用レプリケーション インスタンスクラ
スを変更中です。
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カテゴリ 説明

設定変更 このレプリケーション インスタンスのレプリケーション インスタンスクラ
スが変更されました。

設定変更 レプリケーション インスタンスのストレージを増加中です。

設定変更 レプリケーション インスタンスのストレージが増加しました。

設定変更 レプリケーション インスタンスはマルチ AZ 設定に移行中です。

設定変更 レプリケーション インスタンスがマルチ AZ 設定に移行されました。

設定変更 レプリケーション インスタンスがシングル AZ 設定に移行中です。

設定変更 レプリケーション インスタンスがシングル AZ 設定に移行されました。

作成 レプリケーションのインスタンスが作成中です。

作成 レプリケーションのインスタンスが作成されます。

削除 レプリケーション インスタンスを削除しています。

削除 レプリケーション インスタンスが削除されます。

メンテナンス レプリケーション インスタンスの管理ソフトウェアが更新されました。

メンテナンス レプリケーション インスタンスのオフラインメンテナンスが実行中です。
レプリケーション インスタンスは現在使用できません。

メンテナンス レプリケーション インスタンスのオフラインメンテナンスが完了しまし
た。レプリケーション インスタンスは現在使用できます。

メンテナンス レプリケーション インスタンスはアップグレードできない状態です。

LowStorage レプリケーションインスタンスは割り当てられたストレージの 90% 以上を
使用しています。[空きストレージ容量] メトリクスを使用して、レプリケー
ションインスタンスのストレージ容量をモニタリングできます。

フェイルオーバー マルチ AZ レプリケーション インスタンスのフェイルオーバーが開始され
ました。

フェイルオーバー マルチ AZ レプリケーション インスタンスのフェイルオーバーが完了しま
した。

フェイルオーバー スタンドバイへのマルチ AZ フェイルオーバーが完了しました。

フェイルオーバー マルチ AZ アクティベーションが開始されました。

フェイルオーバー マルチ AZ アクティベーションが完了しました。

フェイルオーバー 必要以上に頻繁にフェイルオーバーをリクエストした場合、通常のフェイ
ルオーバーイベントの代わりにこのイベントが発生します。

失敗 レプリケーション インスタンスがストレージ障害状態になりました。

失敗 互換性のないネットワークのためレプリケーション インスタンスで障害が
発生しました。

失敗 このサービスはデータボリュームの暗号化に使用されるAWS KMSキーにア
クセスできません。
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以下の表では、レプリケーションタスクソースタイプの可能なカテゴリとイベントを示しています。

カテゴリ 説明

状態変更 レプリケーションタスクが開始されました。

状態変更 テーブルの詳細のリロードがリクエストされました。

状態変更 レプリケーションタスクが停止されました。

状態変更 スワップファイルの上限に達したため、読み取りが一時停止されました。

状態変更 スワップファイルの上限に達したため、読み取りが一時停止されました。

状態変更 読み取りを再開しました。

失敗 レプリケーションタスクが失敗しました。

失敗 タスクを削除する呼び出しで、タスクデータのクリーンアップに失敗しま
した。

設定変更 レプリケーションタスクが変更されました。

削除 レプリケーションタスクが削除されます。

作成 レプリケーションタスクが作成されます。
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での Amazon SNS イベントと通
知の処理AWS Database Migration 
Service

AWS DMS3.4.6 のリリース以降、それ以降のバージョンでは、AWS DMSイベントが発生したときに 
Amazon EventBridge を使用して通知を送信することをおすすめします。 EventBridge でイベントを使用
する方法の詳細についてはAWS DMS、を参照してくださいでの Amazon EventBridge イベントと通知の
操作AWS Database Migration Service (p. 619)。

イベント購読を Amazon に移行 EventBridge
AWS CLI次のコマンドを使用して、アクティブなイベントサブスクリプションを DMS から Amazon に移
行できます。移行できるのは EventBridge、一度に 10 件までです。

update-subscriptions-to-event-bridge [--force-move | --no-force-move]

デフォルトでは、レプリケーションインスタンスが最新のAWS DMS 3.4.6AWS DMS 以降の場合にのみ、
アクティブなイベントサブスクリプションを移行します。このデフォルトの動作をオーバーライドするに
は、--force-moveオプションを使用してください。ただし、レプリケーションインスタンスがアップグ
レードされていない場合、一部のタイプのイベントは Amazon EventBridge を使用して利用できない場合
があります。

update-subscriptions-to-event-bridgeCLI コマンドを実行するには、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユーザーに次のポリシー権限が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "SNS:GetTopicAttributes", 
              "SNS:SetTopicAttributes", 
              "events:PutTargets", 
              "events:EnableRule", 
              "events:PutRule" 
          ], 
          "Resource": "*" 
      } 
  ]
} 
     

サブスクリプションをに移動する方法の詳細については EventBridge、AWS Database Migration 
ServiceAPI UpdateSubscriptionsToEventBridgeリファレンスのを参照してください。

Amazon SNS のイベントと通知の処理
AWS DMSバージョン 3.4.5 以前のバージョンでは、以下に説明するイベントと通知の処理がサポートされ
ています。
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AWSDatabase Migration Service (AWSDMS) は、レプリケーションインスタンスの作成や削除などのAWS 
DMS イベントが発生したとき Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して通知を送信
します。これらの通知は、メールメッセージ、テキストメッセージ、HTTP エンドポイントの呼び出しな
ど、AWS リージョン用にAmazon SNSでサポートされているいずれの形式でも使用できます。

AWS DMSは、定期契約可能なカテゴリにイベントをグループ化するため、そのカテゴリのイベントが発
生すると通知が来ます。たとえば、特定のレプリケーション インスタンスの作成カテゴリにサブスクライ
ブした場合は、レプリケーション インスタンスに影響を与える作成関連のイベントが発生するたびに通知
を受け取ります。レプリケーション インスタンスの設定変更カテゴリにサブスクライブした場合は、レプ
リケーション インスタンスの設定が変更されると、通知を受け取ります。また、イベント通知サブスクリ
プションが変更されても、通知を受け取ります。AWS DMSから提供されるイベントカテゴリのリストに
ついては、以下の「AWSSNS 通知の DMS 通知のイベントカテゴリと SNS 通知のイベントメッセージン
グ (p. 625)」をご参照ください。

AWS DMSはイベントサブスクリプションを作成するときに指定したアドレスにイベント通知を送信しま
す。いくつかの異なるサブスクリプションを作成することもできます。たとえば、すべてのイベント通
知を受け取るサブスクリプションと、本稼働環境の DMS リソースに関する重要なイベントのみを含むサ
ブスクリプションを作成できます。AWS DMS コンソールで [Enabled] (有効) オプションを選択解除する
か、AWS DMS API を使用して Enabled パラメータを[false] (偽) に設定することで、サブスクリプション
を削除せずに通知を簡単に無効にすることができます。

Note

SMS テキストメッセージを使用した AWS DMSイベント通知は現在、Amazon SNS がサポート
されている全 AWS リージョンにおいては AWS DMS リソースで使用できます。Amazon SNS が 
SMS メッセージングをサポートする AWS リージョンと国のリストについては、「対応リージョ
ンと国」をご参照ください。
SNS によるテキストメッセージ使用の詳細については、「Amazon SNS を使用した SMS 通知の
送信と受信」をご参照ください。
AWS DMSイベント通知は、 CloudTrail CloudWatch または内のイベントとは異なります 
EventBridge。 CloudTrail イベント通知は任意の API 呼び出しによって生成できます。DMS 
は、DMS イベントが発生したときにのみ通知を送信します。

AWS DMSでは、サブスクリプション識別子を使用して各サブスクリプションを識別します。複数の AWS 
DMSイベントサブスクリプションを同じ Amazon SNS トピックに公開できます。イベント通知を使用
すると Amazon SNS の料金が適用されます。Amazon SNS の請求詳細については 「 Amazon SNS 料金
表」 をご参照ください。

Amazon SNS でAWS DMSイベントにサブスクライブするには以下のプロセスを使用します：

1. Amazon SNS トピックを作成します。トピックでは、受け取る通知のタイプと、通知先のアドレスまた
は番号を指定します。

2. AWS Management Console、AWS CLI、または AWS DMS API を使用して、AWS DMS イベント通知
サブスクリプションを作成します。

3. サブスクリプションに指定したアドレスに AWS DMS から承認のメールまたは SMS メッセージが来ま
す。サブスクリプションを確認するには、承認の E メールまたは SMS メッセージのリンクをクリック
します。

4. サブスクリプションを確認すると、AWS DMSコンソールの [Event subscriptions] (イベントサブスクリ
プション) セクションで、サブスクリプションのステータスが更新されます。

5. その後、イベント通知を受け取り始めます。

通知できるカテゴリとイベントのリストについては、次のセクションをご参照ください。AWS DMSイベ
ント サブスクリプションおよび使用方法の詳細については、「SNS を使用してAWS DMS イベント通知
を購読する (p. 627)」をご参照ください。
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AWSSNS 通知の DMS 通知のイベントカテゴリと 
SNS 通知のイベントメッセージング

Important

AWS DMS3.4.6 のリリース以降、それ以降のバージョンでは、AWS DMSイベントが発生した
ときに Amazon EventBridge を使用して通知を送信することをおすすめします。 EventBridge 
でイベントを使用する方法の詳細についてはAWS DMS、を参照してくださいでの Amazon 
EventBridge イベントと通知の操作AWS Database Migration Service (p. 619)。

AWS DMSでは、AWS DMS コンソールまたは AWS DMS API を使用するための定期契約が可能なカテゴ
リに多数のイベントが生成されます。各カテゴリはソースタイプに適用されます。AWS DMSでは現在、
レプリケーション インスタンスとレプリケーションタスクのソースタイプに対応しています。

以下の表では、レプリケーション インスタンスソースタイプの可能なカテゴリとイベントを示していま
す。

カテゴリ DMS イベント ID 説明

設定変更 DMS-EVENT-0012 このレプリケーション インスタンス用レプリケーショ
ン インスタンスクラスを変更中です。

設定変更 DMS-EVENT-0014 このレプリケーション インスタンスのレプリケーショ
ン インスタンスクラスが変更されました。

設定変更 DMS-EVENT-0018 レプリケーション インスタンスのストレージを増加中
です。

設定変更 DMS-EVENT-0017 レプリケーション インスタンスのストレージが増加し
ました。

設定変更 DMS-EVENT-0024 レプリケーション インスタンスはマルチ AZ 設定に移
行中です。

設定変更 DMS-EVENT-0025 レプリケーション インスタンスがマルチ AZ 設定に移
行されました。

設定変更 DMS-EVENT-0030 レプリケーション インスタンスがシングル AZ 設定に
移行中です。

設定変更 DMS-EVENT-0029 レプリケーション インスタンスがシングル AZ 設定に
移行されました。

作成 DMS-EVENT-0067 レプリケーションのインスタンスが作成中です。

作成 DMS-EVENT-0005 レプリケーションのインスタンスが作成されます。

削除 DMS-EVENT-0066 レプリケーション インスタンスを削除しています。

削除 DMS-EVENT-0003 レプリケーション インスタンスが削除されます。

メンテナンス DMS-EVENT-0047 レプリケーション インスタンスの管理ソフトウェアが
更新されました。

メンテナンス DMS-EVENT-0026 レプリケーション インスタンスのオフラインメンテナ
ンスが実行中です。レプリケーション インスタンスは
現在使用できません。
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カテゴリ DMS イベント ID 説明

メンテナンス DMS-EVENT-0027 レプリケーション インスタンスのオフラインメンテナ
ンスが完了しました。レプリケーション インスタンス
は現在使用できます。

メンテナンス DMS-EVENT-0068 レプリケーション インスタンスはアップグレードでき
ない状態です。

LowStorage DMS-EVENT-0007 レプリケーションインスタンスは割り当てられたスト
レージの 90% 以上を使用しています。[Free Storage 
Space] メトリクスを使用して、レプリケーションイン
スタンスのストレージ容量をモニタリングできます。

フェイルオーバー DMS-EVENT-0013 マルチ AZ レプリケーション インスタンスのフェイル
オーバーが開始されました。

フェイルオーバー DMS-EVENT-0049 マルチ AZ レプリケーション インスタンスのフェイル
オーバーが完了しました。

フェイルオーバー DMS-EVENT-0015 スタンドバイへのマルチ AZ フェイルオーバーが完了
しました。

フェイルオーバー DMS-EVENT-0050 マルチ AZ アクティベーションが開始されました。

フェイルオーバー DMS-EVENT-0051 マルチ AZ アクティベーションが完了しました。

フェイルオーバー DMS-EVENT-0034 必要以上に頻繁にフェイルオーバーをリクエストした
場合、通常のフェイルオーバーイベントの代わりにこ
のイベントが発生します。

失敗 DMS-EVENT-0031 レプリケーション インスタンスがストレージ障害状態
になりました。

失敗 DMS-EVENT-0036 互換性のないネットワークのためレプリケーション イ
ンスタンスで障害が発生しました。

失敗 DMS-EVENT-0037 このサービスはデータボリュームの暗号化に使用され
る AWS KMS キーにアクセスできません。

以下の表では、レプリケーションタスクソースタイプの可能なカテゴリとイベントを示しています。

カテゴリ DMS イベント ID 説明

状態変更 DMS-EVENT-0069 レプリケーションタスクが開始されました。

状態変更 DMS-EVENT-0081 テーブルの詳細のリロードがリクエストされました。

状態変更 DMS-EVENT-0079 レプリケーションタスクが停止されました。

状態変更 DMS-EVENT-0091 読み込みが一時停止しました。スワップファイル限界
に達しました。

状態変更 DMS-EVENT-0092 読み取りが一時停止しました。ディスク使用量の限界
に達しました。

状態変更 DMS-EVENT-0093 読み取りを再開しました。

失敗 DMS-EVENT-0078 レプリケーションタスクが失敗しました。
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カテゴリ DMS イベント ID 説明

失敗 DMS-EVENT-0082 タスクを削除する呼び出しで、タスクデータのクリー
ンアップに失敗しました。

設定変更 DMS-EVENT-0080 レプリケーションタスクが変更されました。

削除 DMS-EVENT-0073 レプリケーションタスクが削除されます。

作成 DMS-EVENT-0074 レプリケーションタスクが作成されます。

次の例は、状態変更カテゴリの AWS DMS イベントサブスクリプションを表します。

            Resources:  
                DMSEvent:  
                    Type: AWS::DMS::EventSubscription  
                    Properties:  
                        Enabled: true  
                        EventCategories: State Change  
                        SnsTopicArn: arn:aws:sns:us-east-1:123456789:testSNS  
                        SourceIds: []  
                        SourceType: replication-task

SNS を使用してAWS DMS イベント通知を購読す
る

Important

AWS DMS3.4.6 のリリース以降、それ以降のバージョンでは、AWS DMSイベントが発生した
ときに Amazon EventBridge を使用して通知を送信することをおすすめします。 EventBridge 
でイベントを使用する方法の詳細についてはAWS DMS、を参照してくださいでの Amazon 
EventBridge イベントと通知の操作AWS Database Migration Service (p. 619)。

AWS DMS イベント通知サブスクリプションを作成して、AWS DMS イベントが発生したときに通知を受
け取るようにできます。サブスクリプションを作成する最も簡単な方法は、AWS DMS コンソールを使用
する方法です。通知サブスクリプションでは、通知の送信方法と場所を選択します。通知を受け取りたい
ソースのタイプを指定します。 現在 AWS DMS では、レプリケーション インスタンスとレプリケーショ
ン タスクのソースタイプがサポートされています。さらに選択したソースタイプに応じて、イベント通知
を受け取る対象のイベントカテゴリを選択しソースを識別します。

AWS Management Consoleの使用
Important

AWS DMS3.4.6 のリリース以降、それ以降のバージョンでは、AWS DMSイベントが発生した
ときに Amazon EventBridge を使用して通知を送信することをおすすめします。 EventBridge 
でイベントを使用する方法の詳細についてはAWS DMS、を参照してくださいでの Amazon 
EventBridge イベントと通知の操作AWS Database Migration Service (p. 619)。

コンソールを使用して AmazonAWS SNS の DMS イベント通知にサブスクライブするには

1. にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS
でコンソールを開きます。
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IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS にアクセスするための適切なアクセス許
可があることを確認します。

2. ナビゲーションペインで、[Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) を選択します。
3. [Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) ページで[Create event subscription] (イベントサ

ブスクリプション作成) を選択します。
4. [Create event subscription] (イベントサブスクリプション作成) ページで、以下の操作を行います。

a. [Details] (詳細) にある[Name] (名前) にイベント通知サブスクリプションの名前を入力します。
b. サブスクリプションを有効にするには、[Enabled] (有効) を選択します。サブスクリプションを作

成しても、通知はまだ送信しない場合は、[Enabled] (有効) を選択しません。
c. [Target] (ターゲット) で、[Existing topics] (既存のトピック)、[Create new email topic] (新しい電

子メールトピックの作成) または[Create new SMS topic] (新しい SMS トピックの作成) のいずれ
かを選択して、通知を送信します。通知の送信先として、既存のAmazon SNSトピックを使用す
るか、トピックを作成する必要があります。トピックを作成すると、通知の送信先のメールアド
レスを入力できます。

d. [Event source] (イベントソース) の[Source type] (ソースタイプ) でソースタイプを選択します。
唯一の選択肢は[replication-instance] (レプリケーション インスタンス) そして[replication-task] (レ
プリケーション タスク) です。

e. 選択したソースタイプに応じて、イベント通知を受け取る対象となるイベントカテゴリとソース
を選択します。
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f. [Create event subscription] (イベントサブスクリプション作成)を選択します。

AWS DMSコンソールでは、サブスクリプションが作成されることが示されます。

Note

AWS DMSAPI と CLI を使用して Amazon SNS イベント通知サブスクリプションを作成するこ
ともできます。詳細については、AWS DMSAPI リファレンスと CreateEventSubscriptioncreate-
event-subscriptionAWS DMSCLI リファレンスドキュメントの「」を参照してください。

SNS トピックのアクセスポリシーの検証
SNS アクセスポリシーには、SNSAWS DMS トピックへのイベントの公開を許可する権限が必要です。ア
クセスポリシーの検証と更新は、次の手順で説明しています。

アクセスポリシーを検証するには

1. [Amazon SNS console] (Amazon SNS コンソール) を開きます。
2. ナビゲーションパネルから [トピック] を選択し、DMS 通知を受け取りたいトピックを選択します。
3. 「アクセスポリシー」タブを選択します。

SNS アクセスポリシーで SNSAWS DMS トピックへのイベントの公開が許可されていない場合は、ポリ
シーを更新できます。

アクセスポリシーを更新する

1. トピックページの「詳細」セクションから、「編集」 を選択します。
2. [アクセスポリシー] セクションを展開し、以下のポリシーを JSON エディタにアタッチします。

{ 
      "Sid": "dms-allow-publish", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "dms.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sns:Publish", 
      "Resource": "your-SNS-topic-ARN" 
    }

条件を指定して、SNS トピックへのアクセスをさらに制限することをお勧めしま
す。aws:SourceArn条件とは、トピックにイベントを公開する DMS EventSubscription Arn です。

...
"Resource": "your-SNS-topic-ARN"
"Condition": { 
    "StringEquals": { 
       "aws:SourceArn": "arn:partition:dms:your-AWS-region:your-AWS-account-ID:es:your-
dms-es-arn or *" 
 }

3. [変更の保存] を選択します。
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AWS DMS データ検証
トピック

• レプリケーションタスクの統計 (p. 632)
• Amazon を使用したレプリケーションタスクの統計 CloudWatch (p. 633)
• タスク実行中のテーブル再検証 (p. 634)
• JSON エディタを使用して検証ルールを変更する (p. 634)
• 検証専用タスク (p. 635)
• トラブルシューティング (p. 636)
• 制限事項 (p. 637)
• Amazon S3 ターゲットデータ検証 (p. 638)

AWS DMS では、データがソースからターゲットに正確に移行されたことを確認するため、データを検証
できます。有効な場合、テーブルに対して全ロードが実行された後で、検証がすぐに開始します。検証で
は、CDC が有効なタスクの増分変更が発生したときに比較されます。

データの検証中に AWS DMS はソースの各行をターゲットの対応する行と比較し、それらの行に同じデー
タが含まれていることを確認し、食い違いがあればレポートします。AWS DMS は、これを達成するた
め、適切なクエリを実行してデータを取得します。これらのクエリは、ソースとターゲットで追加リソー
スと、追加ネットワークリソースを消費します。

検証が有効になっている CDC 専用タスクでは、新しいデータの検証を開始する前に、テーブル内の既存
のデータがすべて検証されます。

データ検証は、AWS DMS以下のソースデータベースをソースエンドポイントとしてサポートしている場
合はいつでも使用できます。

• Oracle
• PostgreSQL 互換データベース（PostgreSQL または Aurora PostgreSQL、Aurora Serverless for 

PostgreSQL）
• MySQL 互換データベース (MySQL または MariaDB、Aurora MySQL、Aurora Serverless for MySQL)
• Microsoft SQL Server
• IBM Db2 LUW

データ検証は、AWS DMS以下のターゲットデータベースをターゲットエンドポイントとしてサポートし
ている場合はいつでも使用できます。

• Oracle
• PostgreSQL 互換データベース（PostgreSQL または Aurora PostgreSQL、Aurora Serverless for 

PostgreSQL）
• MySQL 互換データベース (MySQL または MariaDB、Aurora MySQL、Aurora Serverless for MySQL)
• Microsoft SQL Server
• IBM Db2 LUW
• Amazon S3。Amazon S3 ターゲットデータの検証については、を参照してくださいAmazon S3 ター

ゲットデータ検証 (p. 638)。
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サポートされているエンドポイントの詳細については、「AWS DMS エンドポイントの使用 (p. 157)」を
ご参照ください。

データの検証には、移行自体に必要な時間以外にも、さらに時間がかかります。必要な追加の時間は、移
行されたデータの量によって異なります。

これらの設定の詳細については、「 データ検証タスクの設定 (p. 509)」をご参照ください。

JSONValidationSettings ファイルのタスク設定の例については、を参照してくださいタスク設定
例 (p. 491)。

レプリケーションタスクの統計
データ検証が有効になっている場合、AWS DMS はテーブルレベルで以下の統計情報を提供します。

• ValidationState—テーブルの検証状態。このパラメータには以下の値があります。
• Not enabled — 移行タスクでテーブルに対して検証が有効化されていません。
• Pending records — テーブル内の一部のレコードが、検証を待機しています。
• [Mismatched records] (不一致レコード) – テーブル内の一部のレコードが、ソースとターゲット間で

一致しません。さまざまな理由により、不一致が発生することがあります。詳細については、ター
ゲットエンドポイントの awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1 を確認してくだ
さい。

• Suspended records – テーブル内に検証できないレコードがあります。
• No primary key – テーブルにプライマリキーがないため、検証できません。
• [Table error] (テーブルエラー)– テーブルがエラー状態で一部のデータが移行されなかったため、テー

ブルは検証されませんでした。
• [Validated] (検証済み) – テーブル内のすべての行が検証されます。テーブルが更新された場合、ス

テータスは [Validated] から変わる可能性があります。
• Error – 予期しないエラーが発生したため、テーブルを検証できません。
• [Pending validation] (検証保留中) — テーブルは検証を待っています。
• [Preparing table] (テーブルの準備) — 移行タスクで有効になっているテーブルの検証を準備します。
• [Pending revalidation] (保留中の再検証) —テーブルが更新された後で、テーブル内のすべての行が検

証を保留します。
• ValidationPending—ターゲットに移行されたが、まだ検証されていないレコードの数。
• ValidationSuspendedAWS DMS—比較できないレコードの数。たとえば、ソースのレコードが頻繁に更

新されている場合、AWS DMS は、ソースとターゲットを比較できません。
• ValidationFailed—データ検証フェーズを通過しなかったレコードの数。

JSONValidationSettings ファイルのタスク設定の例については、を参照してくださいタスク設定
例 (p. 491)。

データ検証情報を表示するには、コンソールまたは AWS CLI、AWS DMS API を使用できます。

• コンソールで、タスクを作成または変更するときにタスクの検証を選択できます。コンソールを使用
してデータ検証レポートを表示するには、[Tasks] ページでタスクを選択し、詳細セクションの [Table 
statistics] タブを選択します。

• CLIを使用して、trueタスクを作成または変更してデータ検証を開始するとき
に、EnableValidationパラメータをに設定します。以下の例では、タスクを作成し、データ検証を有
効にします。

create-replication-task   
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  --replication-task-settings '{"ValidationSettings":{"EnableValidation":true}}'  
  --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014: 
     rep:36KWVMB7Q   
  --source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014: 
     endpoint:CSZAEFQURFYMM   
  --target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014: 
     endpoint:CGPP7MF6WT4JQ  
  --migration-type full-load-and-cdc  
  --table-mappings '{"rules": [{"rule-type": "selection", "rule-id": "1",  
     "rule-name": "1", "object-locator": {"schema-name": "data_types", "table-name": 
 "%"},  
     "rule-action": "include"}]}'

describe-table-statistics コマンドを使用して、JSON 形式でデータ検証レポートを受け取りま
す。以下のコマンドでは、データ検証レポートを表示します。

aws dms  describe-table-statistics --replication-task-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014:
rep:36KWVMB7Q

このレポートは以下の例のようになります。

{ 
    "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-west-2:5731014:task:VFPFTYKK2RYSI",  
    "TableStatistics": [ 
        { 
            "ValidationPendingRecords": 2,  
            "Inserts": 25,  
            "ValidationState": "Pending records",  
            "ValidationSuspendedRecords": 0,  
            "LastUpdateTime": 1510181065.349,  
            "FullLoadErrorRows": 0,  
            "FullLoadCondtnlChkFailedRows": 0,  
            "Ddls": 0,  
            "TableName": "t_binary",  
            "ValidationFailedRecords": 0,  
            "Updates": 0,  
            "FullLoadRows": 10,  
            "TableState": "Table completed",  
            "SchemaName": "d_types_s_sqlserver",  
            "Deletes": 0 
        }
}

• AWS DMSAPI を使用して、CreateReplicationTaskアクションを使用してタスクを作成
し、EnableValidationパラメーターを true に設定して、タスクによって移行されたデータを検証し
ます。DescribeTableStatisticsアクションを使用して、JSON 形式のデータ検証レポートを受け取りま
す。

Amazon を使用したレプリケーションタスクの統計 
CloudWatch

Amazon CloudWatch が有効な場合、AWS DMSには、には、には、には、には、には、には、には、に
は、には、

• ValidationSucceededRecordCount—AWS DMS が検証した 1 分あたりの行数。
• ValidationAttemptedRecordCount-が検証した 1 分あたりの行数。
• ValidationFailedOverallCount— 検証に失敗した行の数。
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• ValidationSuspendedOverallCount— 検証が中断された行の数。
• ValidationPendingOverallCount— 検証がまだ保留中の行の数。
• ValidationBulkQuerySourceLatency—AWS DMS は、特に多くの変更がある場合、ロードまたは継続的

レプリケーション中の特定のシナリオで、データ検証を一括実行できます。このメトリックスは、ソー
スエンドポイントから大量のデータを読み取るために必要なレイテンシーを示します。

• ValidationBulkQueryTargetLatency—AWS DMS は、特に多くの変更がある場合、ロードまたは継続的
レプリケーション中の特定のシナリオで、データ検証を一括実行できます。このメトリックスは、ター
ゲットエンドポイントの大量のデータを読み取るために必要なレイテンシーを示します。

• ValidationItemQuerySourceLatency— 継続的レプリケーションでは、データ検証によって継続的変更を
識別し、それらの変更を検証できます。このメトリックスは、変更をソースから読み取る際のレイテン
シーを示します。検証中にエラーが発生した場合、検証では必要な数以上のクエリを実行できます。

• ValidationItemQueryTargetLatency— 継続的レプリケーションでは、データ検証によって継続的変更を
識別し、それらの変更を行ごとに検証できます。このメトリックスは、変更をターゲットから読み取る
際のレイテンシーを示します。検証中にエラーが発生した場合、検証では必要な数以上のクエリが実行
される場合があります。

CloudWatch 有効になっている統計からデータ検証情報を収集するには、コンソールを使用してタスクを
作成または変更するときに [ CloudWatch ログを有効にする] を選択します。次に、データ検証情報を確認
し、データがソースからターゲットに正確に移行されたことを確認するため、以下を行います。

1. [Database migration tasks] (データベース移行タスク) ページでタスクを選択します。
2. 「CloudWatch メトリクス」タブを選択します。
3. CloudWatch が有効な統計情報からデータ検証情報を収集するには、タスクを作成または変更すると

き、[Enable CloudWatch logs] (CloudWatch ログを有効にする) コンソールを使用します。

タスク実行中のテーブル再検証
タスクを実行中に、AWS DMS がデータ検証を実行するようにリクエストできます。

AWS Management Console
1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ

ンソールを開きます。

AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS 
にアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。必要な許可は AWS DMS の使用
に必要な IAM アクセス許可 (p. 679) をご参照ください。

2. ナビゲーションペインから [Tasks] を選択します。
3. 再検証するテーブルを含む実行中のタスクを選択します。
4. [テーブル統計] タブを選択します。
5. 再検証するテーブルを選択します (一度に最大 10 個のテーブルを選択できます)。タスクがすでに実行

されていない場合は、テーブルを再検証できません。
6. [Revalidate (再検証)] を選択します。

JSON エディタを使用して検証ルールを変更する
AWS DMS コンソールから JSON エディタを使用して検証ルールをタスクに追加するには、次の操作を行
います：
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1. [Database migration tasks] (データベース移行タスク) を選択します。
2. 移行タスクの一覧からタスクを選択します。
3. タスクが実行中の場合には、[Actions] (アクション) ドロップダウンメニューから[Stop] (停止) を選択

します。
4. タスクが停止したら、タスクを変更するには、[Actions] (アクション) ドロップダウンメニューか

ら[Modify] (変更) を選択します。
5. [Table mappings] (テーブルマッピング) セクションで、[JSON editor] (JSON エディター) を選択し、

検証ルールをテーブルマッピングに追加します。

たとえば、次の検証ルールを追加して、ソースで置換関数を実行できます。この場合、検証ルールがヌル
バイトを検出すると、それをスペースとして検証します。

{ 
 "rule-type": "validation", 
 "rule-id": "1", 
 "rule-name": "1", 
 "rule-target": "column", 
 "object-locator": { 
  "schema-name": "Test-Schema", 
  "table-name": "Test-Table", 
  "column-name": "Test-Column" 
 }, 
 "rule-action": "override-validation-function", 
 "source-function": "REPLACE(${column-name}, chr(0), chr(32))", 
 "target-function": "${column-name}"
}            
         

検証専用タスク
検証専用タスクを作成して、移行やデータ複製を実行せずにデータをプレビューおよび検証できます。検
証専用タスクを作成するには、EnableValidationValidationOnlyおよび設定をに設定しますtrue。
有効にする場合はValidationOnly、追加の要件が適用されます。詳細については、「 データ検証タス
クの設定 (p. 509)」を参照してください。

全負荷のみの移行タイプの場合、多くの障害が報告された場合、検証のみのタスクは CDC の同等のタス
クよりもはるかに早く完了します。ただし、ソースまたはターゲットエンドポイントへの変更は、フル
ロードモードでは障害として報告され、これが不利になる可能性があります。

CDC 検証専用タスクは、平均レイテンシに基づいて検証を遅らせ、障害を報告する前に複数回再試行しま
す。データ比較の大半が失敗に終わった場合、CDC モードの検証のみのタスクは非常に遅く、潜在的な欠
点となります。

検証専用タスクは、特にCDCの場合、レプリケーションタスクと同じ方向で設定する必要があります。こ
れは、CDC Validation Only タスクが、ソースの変更ログに基づいて変更され、再検証が必要な行を検出す
るためです。ターゲットがソースとして指定されている場合、そのターゲットは DMS によってターゲッ
トに送信された変更についてのみ認識し、レプリケーションエラーをcatch する保証はありません。

全負荷検証のみ
AWS DMSバージョン 3.4.6 以降では、全負荷検証のみのタスクでは、ソーステーブルとターゲットテー
ブルのすべての行を 1 回のパスですばやく比較し、障害があればすぐに報告してからシャットダウンしま
す。このモードでは、障害が発生しても検証が中断されることはなく、速度が最適化されています。ただ
し、ソースまたはターゲットエンドポイントへの変更は障害として報告されます。

635



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
CDC 検証のみ

Note

AWS DMSバージョン 3.4.6 以降では、この検証動作は、検証が有効になっている全負荷移行タス
クにも適用されます。

CDC 検証のみ
CDC 検証専用タスクでは、ソーステーブルとターゲットテーブルの間にある既存のすべての行を新たに検
証します。さらに、CDC 検証専用タスクは継続的に実行され、進行中のレプリケーション変更を再検証
し、各パスで報告される失敗数を制限し、一致しない行を失敗する前に再試行します。誤検出を防ぐよう
に最適化されています。

TableFailureMaxCountまたはのしきい値を超えると、テーブル ( FailureMaxCountまたはタスク全
体) の検証が中断されます。これは、検証が有効になっている CDC または Full Load +CDC 移行タスクに
も当てはまります。また、検証が有効になっている CDC タスクでは、ソースとターゲットの平均遅延に
基づいて、変更された各行の再検証が遅延します。

ただし、CDC 検証専用タスクはデータを移行せず、待ち時間もありません。デフォルトでは 
180ValidationQueryCdcDelaySeconds に設定されています。また、レイテンシが大きい環境を考慮
して量を増やすことができ、誤検出を防ぐのに役立ちます。

検証のみのユースケース
移行タスクまたはレプリケーションタスクのデータ検証部分を別の検証専用タスクに分割するユースケー
スには、次のものが含まれますが、これらに限定されません。

• 検証がいつ行われるかを正確に制御 — 検証クエリは、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイン
トの両方に追加の負荷をかけます。そのため、最初に1つのタスクでデータを移行または複製し、次に別
のタスクで結果を検証すると有益な場合があります。

• レプリケーションインスタンスの負荷を軽減 — データ検証を分割して独自のインスタンスで実行すると
有利な場合があります。

• 特定の瞬間（たとえば、メンテナンスウィンドウのプロダクションカットの直前や最中）に一致しない
行の数をすばやく把握し、対象エンドポイントへの全負荷検証専用タスクを作成して、質問に対する回
答を得ることができます。

• CDC コンポーネントを含む移行タスクで検証の失敗が予想される場合 — たとえば、Oraclevarchar2
を PostgreSQL に移行する場合jsonb、CDC 検証は失敗した行を再試行し続け、毎回報告される失敗の
数を制限します。ただし、全負荷検証のみのタスクを作成すると、より迅速に回答を得ることができま
す。

• 検証失敗テーブルを読み取るデータ修復スクリプト/ユーティリティを開発しました (「」も参照トラブ
ルシューティング (p. 636))。全負荷検証のみのタスクでは、データ修復スクリプトの処理に必要な障
害がすぐに報告されます。

JSONValidationSettings ファイルのタスク設定の例については、を参照してくださいタスク設定
例 (p. 491))。

トラブルシューティング
検証中に、AWS DMS はターゲットエンドポイント
awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1 に新しいテーブルを作成しま
す。ValidationSuspendedValidationFailedいずれかのレコードがまたは状態になった場合は、AWS DMS診
断情報をに書き込みますawsdms_control.awsdms_validation_failures_v1。このテーブルをクエ
リすることで、検証エラーをトラブルシューティングすることができます。
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ターゲット上でテーブルが作成されるデフォルトスキーマの変更については、「制御テーブルタスク設
定 (p. 504)」をご参照ください。

以下に、awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1 テーブルの説明を示します。

列名 データ型 説明

TASK_NAME VARCHAR(128) 
NOT NULL

AWS DMS タスク識別子。

TABLE_OWNERVARCHAR(128) 
NOT NULL

テーブルのスキーマ (所有者)。

TABLE_NAMEVARCHAR(128) 
NOT NULL

テーブル名。

FAILURE_TIMEDATETIME(3) 
NOT NULL

イベントが失敗した時刻。

KEY_TYPE VARCHAR(128) 
NOT NULL

将来の使用のために予約済み (値は常に [Row](行))

KEY TEXT NOT NULL これは行レコードタイプのプライマリキーです。

FAILURE_TYPEVARCHAR(128) 
NOT NULL

検証エラーの重大度。RECORD_DIFF または MISSING_SOURCE、
MISSING_TARGET のいずれかになります。

DETAILS VARCHAR(8000) 
NOT NULL

所与のキーと一致しないすべてのソース/ターゲット列の値を含む 
JSON 形式の文字列です。

以下のクエリでは、awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1 テーブルに対してク
エリを実行して、タスクのすべての失敗を表示します。タスク名は、タスクの外部リソース ID である
必要があります。タスクの外部リソース ID は、タスク ARN の最後の値です。たとえば、ARN 値が 
arn:aws:dms:us-west-2:5599:task: VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI のタスクの場合、タスクの外部リソース 
ID は VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI となります。

select * from awsdms_validation_failures_v1 where TASK_NAME = 'VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI'

TASK_NAME       VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI
TABLE_OWNER     DB2PERF
TABLE_NAME      PERFTEST
FAILURE_TIME    2020-06-11 21:58:44
KEY_TYPE        Row
KEY             {"key":  ["3451491"]}
FAILURE_TYPE    RECORD_DIFF
DETAILS         [[{'MYREAL': '+1.10106036e-01'}, {'MYREAL': '+1.10106044e-01'}],] 

                 

DETAILS フィールドを参照し、一致しない列を特定します。失敗したレコードのプライマリ キーを入手
したら、ソース エンドポイントとターゲット エンドポイントをクエリし、レコードの不一致部分を確認で
きます。

制限事項
• データ検証では、テーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがなければなりません。
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• プライマリキー列の型を CLOB、BLOB、または BYTE に設定することはできません。
• 型が VARCHAR または CHAR であるプライマリキー列の場合、長さは 1024 未満にする必要がありま

す。
• NOVALIDATE 句を使用して作成された Oracle キーは、プライマリ キーまたは一意のインデックスと

見なされません。
• 主キーがなく、一意キーのみの Oracle テーブルの場合、NOT NULL一意性制約のある列にも制約が必

要です。
• NULL PK/UK 値の検証はサポートされていません。
• ターゲット PostgreSQL インスタンスのプライマリキー列の照合が「C」に設定されていない場合、

プライマリキーと Oracle ではソート順が異なります。PostgreSQL と Oracle でソート順序が異なる場
合、データ検証でレコードの検証に失敗します。

• データ検証では、ソースデータベースとターゲットデータベースに対して追加のクエリが生成されま
す。両方のデータベースに、この追加の負荷を処理するための十分なリソースがあることを確認する必
要があります。

• 複数のデータベースを 1 つに統合する場合、データ検証はサポートされません。
• ソースまたはターゲット Oracle エンドポイントの場合、AWS DMS は DBMS_CRYPTO を使用して 

LOB を検証します。Oracle エンドポイントで LOB を使用する場合は、Oracle エンドポイントにアク
セスするために使用されるユーザーアカウントに、dbms_crypto での実行権限を付与する必要がありま
す。これを行うには、以下のステートメントを実行します。

grant execute on sys.dbms_crypto to dms_endpoint_user;

• 検証中にターゲットデータベースが AWS DMS 外部で変更された場合、不整合は正確に報告されない可
能性があります。これは、AWS DMS によってターゲットテーブルで検証が実行されている際に、いず
れかのアプリケーションがそのテーブルにデータを書き込む場合に発生する可能性があります。

• 1 つまたは複数の行が検証中に継続的に変更される場合、AWS DMS はそれらの行を検証することがで
きません。

• AWS DMS が 10,000 以上の失敗または停止されたレコードを検出した場合、検証は中止されます。先
に進む前に、データの根本的な問題を解決する必要があります。

• AWS DMSは、ビューのデータ検証をサポートしていません。
• AWS DMS文字置換タスク設定を使用する際のデータ検証はサポートしていません。

S3 ターゲット検証を使用する際の制限については、を参照してくださいS3 ターゲット検証を使用する際
の制限事項 (p. 640)。

Amazon S3 ターゲットデータ検証
AWS DMSAmazon S3 ターゲットの複製されたデータの検証。複製されたデータは Amazon S3AWS DMS 
にフラットファイルとして保存されるため、Amazon AthenaCREATE TABLE AS SELECT (CTAS) クエリ
を使用してデータを検証します。

Amazon S3 に保存されたデータに対するクエリは、計算負荷が高くなります。したがって、変更データ
キャプチャ (CDC) 中に Amazon S3 データの検証を 1 日 1 回、UTC の深夜 (00:00)AWS DMS にのみ実行
します。AWS DMS毎日実行される検証は、間隔検証と呼ばれます。間隔検証中に、AWS DMS過去 24 時
間に対象の Amazon S3 バケットに移行されたすべての変更レコードを検証します。間隔検証の制限の詳
細については、「」を参照してくださいS3 ターゲット検証を使用する際の制限事項 (p. 640)。

Amazon S3 ターゲットの検証では Amazon Athena を使用するため、追加料金がかかります。詳細につい
ては、Amazon Athena 料金 を参照してください。

トピック
• S3 ターゲット検証の前提条件 (p. 639)
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• S3 ターゲット検証を使用するための権限 (p. 639)
• S3 ターゲット検証を使用する際の制限事項 (p. 640)
• S3 ターゲット検証で検証のみのタスクを使用する (p. 640)

S3 ターゲット検証の前提条件
S3 ターゲット検証を使用する前に、次の設定と権限を確認してください。

• エンドポイントの S3SettingsDataFormat の値をに設定しますparquet。詳細については、「S3 の寄
木細工設定 (p. 394)」を参照してください。

• 移行タスクの作成に使用されたユーザーアカウントに割り当てられたロールに、正しい権限セットがあ
ることを確認してください。許可 (p. 639)以下を参照してください。

継続的なレプリケーション (CDC) を使用するタスクについては、次の設定を確認してください。

• CDC データに完全な記録が残るように、補足ログを有効にしてください。補足ロギングを有効にする方
法については、Oracle ソース エンドポイントにサプリメンタル ログを自動的に追加する (p. 721)トラ
ブルシューティングと診断サポート (p. 714)このガイドのセクションのを参照してください。

• TimestampColumnNameターゲットエンドポイントのパラメータを設定します。タイムスタンプ列名に
制限はありません。詳細については、[S3Settings] (S3設定)をご参照ください。

• ターゲットの日付ベースのフォルダパーティション分割を設定します。詳細については、「日付ベース
のフォルダパーティション分割を使用する (p. 379)」を参照してください。

S3 ターゲット検証を使用するための権限
S3 ターゲット検証を使用するためのアクセスを設定するには、移行タスクの作成に使用されたユーザーア
カウントに割り当てられたロールに次の権限セットがあることを確認してください。サンプル値を自分の
値に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "athena:StartQueryExecution", 
                "athena:GetQueryExecution", 
                "athena:CreateWorkGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:athena:<endpoint_region_code>:<account_id>:workgroup/
dms_validation_workgroup_for_task_*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:CreateDatabase", 
                "glue:DeleteDatabase", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:CreateTable", 
                "glue:DeleteTable", 
                "glue:GetTable" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:<endpoint_region_code>:<account_id>:catalog", 
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                "arn:aws:glue:<endpoint_region_code>:<account_id>:database/
aws_dms_s3_validation_*", 
                "arn:aws:glue:<endpoint_region_code>:<account_id>:table/
aws_dms_s3_validation_*/*", 
                "arn:aws:glue:<endpoint_region_code>:<account_id>:userDefinedFunction/
aws_dms_s3_validation_*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:ListMultipartUploadParts" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<bucket_name>", 
                "arn:aws:s3:::<bucket_name>/*" 
            ] 
        } 
    ]
} 
             
         

S3 ターゲット検証を使用する際の制限事項
S3 ターゲット検証を使用する場合に適用される以下の追加制限をご覧ください。すべての検証に適用され
る制限については、を参照してください制限事項 (p. 637)。

• DatePartitionSequence値には日単位の要素が必要です。S3YYYYMM ターゲット検証はこの形式を
サポートしていません。

• CDC 中にインターバル検証を実行すると、awsdms_validation_failures_v1テーブルに誤った検
証エラーが表示されることがあります。AWS DMSこれらのエラーは、間隔検証中に届いた変更を翌日
のパーティションフォルダに移行するために発生します。通常、これらの変更は当日のパーティション
フォルダに書き込まれます。このような誤ったエラーは、動的ソースデータベースから Amazon S3 な
どの静的ターゲットへのレプリケーションを検証する際の制限です。このような誤ったエラーを調べる
には、これらのエラーが通常発生する検証ウィンドウの終わり (00:00 UTC) 付近にレコードがないかど
うかを確認します。

誤りエラーの数を最小限に抑えるには、CDCLatencySourceタスクの値を低くしてください。レイ
テンシーのモニタリングについては、「」を参照してくださいレプリケーションタスクのメトリク
ス (p. 609)。

• failedstoppedまたは状態のタスクは、前日の変更を検証しません。予期しない失敗による検証エ
ラーを最小限に抑えるには、同じテーブルマッピング、ソースとターゲットのエンドポイントを持つ検
証専用タスクを別々に作成します。検証専用タスクの詳細については、「」を参照してくださいS3 ター
ゲット検証で検証のみのタスクを使用する (p. 640)。

S3 ターゲット検証で検証のみのタスクを使用する
検証専用タスクは、移行を実行せずに、移行するデータに対して検証を実行します。

移行タスクが停止しても、検証のみのタスクは引き続き実行されるため、00:00 UTCAWS DMS 間隔の検
証ウィンドウを見逃すことはありません。

Amazon S3 のターゲットエンドポイントで検証のみのタスクを使用するには、次の制限があります。
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• 検証専用タスクは、全負荷専用タスクをサポートしていません。 AWS DMSCDC での検証のみのタスク
のみをサポートします。

• 検証専用タスクでは、最後の検証間隔 (00:00 UTC) 以降の変更のみを検証します。検証のみのタスクで
は、前日の全負荷データや CDC データは検証されません。
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AWS Database Migration Service で
のリソースへのタグ付け

AWS Database Migration Service (AWS DMS) でタグを使用してリソースにメタデータを追加できます。
また、これらのタグを AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーで使用して、AWS DMS リ
ソースへのアクセスを管理したり、AWS DMS リソースに適用できるアクションを制御したりできます。
最後に、これらのタグを使用して、類似のリソースの費用をグループ化することで、コストを追跡できま
す。

以下のすべての AWS DMS リソースにタグを付けることができます:

• 証明書
• エンドポイント
• イベントサブスクリプション
• レプリケーション インスタンス
• レプリケーションサブネットグループ
• レプリケーションタスク

AWS DMS タグは、AWS DMS リソースを定義してそのリソースに関連付ける名前と値のペアです。その
名前はキーと呼ばれます。キーの値の指定は省略可能です。タグを使用して、AWS DMS リソースに任意
の情報を割り当てることができます。たとえば、タグキーを使用してカテゴリを定義し、タグ値をそのカ
テゴリのアイテムにすることができます。たとえば、「project」というタグキーと「Salix」というタグ
値を定義して、AWS DMS リソースが Salix プロジェクトに割り当てられていることを示すことができま
す。また、タグキーとして environment=test や environment=production などを使用して、AWS DMS リ
ソースがテスト用なのか本稼働用なのかを示すこともできます。AWS DMS リソースに関連付けられてい
るメタデータの追跡が簡単になるように、一貫したタグキー集合を使用することをお勧めします。

タグを使用して、自分のコスト構造を反映するように AWS 請求書を整理します。そのためには、サイン
アップして、タグキー値が含まれた AWS アカウント の請求書を取得する必要があります。次に、結合し
たリソースのコストを見るには、同じタグキー値のリソースに従って請求書情報を整理します。例えば、
複数のリソースに特定のアプリケーション名のタグを付け、請求情報を整理することで、複数のサービス
を利用しているアプリケーションの合計コストを確認することができます。詳細については、AWS Billing
ユーザーガイド の「コスト配分タグの使用」をご参照ください。

各 AWS DMS リソースにはタグセットがあり、AWS DMS リソースに割り当てられているすべてのタグが
含まれています。タグセットには、最大 10 個のタグを格納でき、空にすることもできます。AWS DMS 
リソースに追加したタグのキーがそのリソースの既存のタグのキーと同じ場合、既存の値は新しい値に
よって上書きされます。

AWS は、タグに意味を適用せず、タグは文字列として厳密に解釈されます。AWSリソース作成時に使用
する設定によっては、DMS によって AWS DMS リソースにタグが設定されることがあります。

AWS DMS タグの特徴を以下に挙げます。

• タグキーは、必須のタグ名です。文字列値は、1〜128 文字の Unicode 文字です。「aws:」または
「dms:」をプレフィックスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、
数字、空白、「_」、「.」、「/」、「=」、「+」、「-」 (Java 正規表現: "^([\\p{L}\\p{Z}\
\p{N}_.:/=+\\-]*)$") を含めることができます。

• タグ値は、タグの省略可能な文字列値です。文字列値は、1 ～ 256 文字の Unicode 文字です。「aws:」
または「dms:」をプレフィックスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文

642

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
API

字、数字、空白、「_」、「.」、「/」、「=」、「+」、「-」 (Java 正規表現: "^([\\p{L}\\p{Z}\
\p{N}_.:/=+\\-]*)$") を含めることができます。

値はタグセット内で一意である必要はなく、null を指定できます。例えば、project/Trinity と cost-center/
Trinity のタグセット内に 1 つのキーと値のペアを使用できます。

AWS CLI または AWS DMS API を使用して、AWS DMS リソースにタグの追加、一覧表示、または削
除ができます。AWS CLI または AWS DMS API を使用するときは、操作する AWS DMS リソースの 
Amazon リソースネーム (ARN)を指定する必要があります。ARN の作成の詳細については、「AWS DMS 
の Amazon リソースネーム (ARN) の構築 (p. 11)」をご参照ください。

タグはリソース承認用にキャッシュに格納されます。そのため、AWS DMS リソースに対するタグの追加
や更新には数分かかることがあります。

API
AWS DMS API を使用して AWS DMS リソースのタグを追加、一覧表示、または削除できます。

• AWSDMS リソースにタグを追加するには、AddTagsToResourceオペレーションを使用します。
• AWS DMS リソースに割り当てられているタグを一覧表示するには、ListTagsForResource オペ

レーションを使用します。
• AWS DMS リソースからタグを削除するには、RemoveTagsFromResource オペレーションを使用しま

す。

必要な ARN を作成する方法の詳細については、「AWS DMS の Amazon リソースネーム (ARN) の構
築 (p. 11)」をご参照ください。

AWS DMS API を使用して XML を操作する場合、タグでは以下のスキーマを使用します：

<Tagging> 
  <TagSet> 
   <Tag> 
    <Key>Project</Key> 
    <Value>Trinity</Value> 
   </Tag> 
   <Tag> 
    <Key>User</Key> 
    <Value>Jones</Value> 
   </Tag> 
  </TagSet>
</Tagging> 

以下の表に示しているのは、使用可能な XML タグとその特性のリストです。キーと値では大文字と小文
字が区別されます。例えば、project=Trinity と PROJECT=Trinity は 2 つの別個のタグです。

タグ付け要素 説明

TagSet タグセットは、Amazon RDS リソースに割り当てられるすべてのタグのコ
ンテナです。リソースごとに割り当て可能なのは 1 つのタグセットのみで
す。AWSDMS API TagSet によってのみを操作できます。

Tag タグはユーザー定義のキーと値のペアです。1 ～ 10 個のタグをタグセットに
含めることができます。
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タグ付け要素 説明

キー キーはタグの必須の名前です。文字列値は、1 ～ 128 文字の Unicode 文
字です。「dms:」または「aws:」をプレフィックスとして使用すること
はできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、「_」、
「.」、「/」、「=」、「+」、「-」(Java 正規表現: "^([\\p{L}\\p{Z}\
\p{N}_.:/=+\\-]*)$") を含めることができます。

キーはタグセットに対して一意である必要があります。例えば、タグ
セットでキーが同じで値が異なるキーと値のペアは使用できません。例え
ば、project/Trinity や project/Xanadu は使用できません。

値 値はタグの省略可能な値です。文字列値は、1 ～ 256 文字の Unicode 文
字です。「dms:」または「aws:」をプレフィックスとして使用すること
はできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、「_」、
「.」、「/」、「=」、「+」、「-」(Java 正規表現: "^([\\p{L}\\p{Z}\
\p{N}_.:/=+\\-]*)$") を含めることができます。

値はタグセット内で一意である必要はなく、null を指定できます。例え
ば、project/Trinity と cost-center/Trinity のタグセット内に 1 つのキーと値の
ペアを使用できます。
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AWS Database Migration Service で
のセキュリティ

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コン
プライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテ
ストおよび検証しています。AWS DMS に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、
「コンプライアンスプログラム対象範囲内の AWS のサービス」をご参照ください。

• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決まります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。

このドキュメントは、AWS DMS を使用して責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます。
次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS DMS を設定する
方法を示します。また、AWS DMS リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS のサービスの使用
方法についても説明します。

AWS DMS リソースとデータベース (DB) へのアクセスを管理できます。アクセスの管理に使用する方法
は、AWS DMS で実行する必要があるレプリケーションタスクによって異なります。

• AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用して、どのユーザーに AWS DMS リソー
スの管理を許可するかを決定するアクセス許可を割り当てます。AWS DMS は、IAM ユーザーとして
サインインしている場合、適切なアクセス許可を前提とします。たとえば、IAM を使用して、DB イン
スタンスのおよびクラスターの作成、記述、変更、削除と、リソースのタグ付け、セキュリティグルー
プの変更をどのユーザーに許可するかを決定できます。IAM での AWS DMS 使用の詳細については、
「AWS Database Migration Service のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 649)」をご参
照ください。

• AWS DMS では、Transport Layer Security (TLS) を使用したエンドポイント接続に Secure Sockets 
Layer (SSL) が使用されます。AWS DMS で SSL/TLS を使用する方法については、「AWS Database 
Migration Service での SSL の使用 (p. 706)」をご参照ください。

• AWS DMS は AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを使用して、レプリケーション 
インスタンスで使用されるストレージとエンドポイント接続情報を暗号化します。また、AWS DMS は 
AWS KMS 暗号化キーを使用して、 Amazon S3および Amazon Redshift のターゲット エンドポイント
に関する保存中のターゲット データを保護します。詳細については、「暗号化キーの設定と AWS KMS 
のアクセス許可の指定 (p. 702)」を参照してください。

• AWS DMS は、可能な限り最大のネットワークアクセスコントロールを実現するために、常に Amazon 
VPC サービスに基づいてレプリケーション インスタンスを Virtual Private Cloud (VPC) に作成しま
す。DB インスタンスとインスタンス クラスターには、レプリケーション インスタンスと同じ VPC を
使用するか、このレベルのアクセス コントロールに一致させるために追加の VPC を使用します。使用
するそれぞれの Amazon VPC は、すべてのポートですべてのトラフィックについて VPC からの送信 
(egress) がルールで許可されているセキュリティグループに関連付ける必要があります。このアプロー
チでは、ソースおよびターゲットデータベースエンドポイントで適切な受信が有効になっている限り、
レプリケーション インスタンスからそれらのエンドポイントへの通信が許可されます。
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AWS DMS で使用可能なネットワーク設定の詳細については、「レプリケーション インスタンスのため
のネットワークのセットアップ (p. 137)」をご参照ください。VPC での DB インスタンスまたはインス
タンス クラスターの作成については、AWSドキュメントで Amazon データベースのセキュリティとク
ラスター管理のドキュメントをご参照ください。AWS DMS でサポートされるネットワーク設定の詳細
については、「レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアップ (p. 137)」をご参
照ください。

• データベース移行ログを表示する場合、使用している IAM ロールの適切な Amazon CloudWatch Logs 
アクセス許可が必要になります。AWS DMS のログ作成の詳細については、「Amazon を使用したレプ
リケーションモニタリングタスク CloudWatch (p. 605)」をご参照ください。

トピック
• AWS Database Migration Service でのデータ保護 (p. 647)
• AWS Database Migration Service のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 649)
• AWS Database Migration Service のコンプライアンス検証 (p. 691)
• AWS Database Migration Service での耐障害性 (p. 692)
• AWS Database Migration Service でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 693)
• リソース名とタグを使用したファイングレインアクセスコントロール (p. 695)
• 暗号化キーの設定と AWS KMS のアクセス許可の指定 (p. 702)
• AWS Database Migration Service のネットワークセキュリティ (p. 704)
• AWS Database Migration Service での SSL の使用 (p. 706)
• データベースのパスワードの変更 (p. 711)
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AWS Database Migration Service でのデータ保護
データ暗号化
サポートされている AWS DMS ターゲットエンドポイントのデータリソースの暗号化を有効にできま
す。AWS DMS では、AWS DMS との接続と、AWS DMS とすべてのソースエンドポイントおよびター
ゲットエンドポイントとの間の接続も暗号化されます。さらに、この暗号化を有効にするために、AWS 
DMS およびサポートされているターゲットエンドポイントが使用するキーも管理できます。

トピック
• 保管中の暗号化 (p. 647)
• 転送中の暗号化 (p. 647)
• キーの管理 (p. 647)

保管中の暗号化
AWS DMS では、停止中の暗号化がサポートされており、サポートされている AWS DMS ターゲット エ
ンドポイントにコピーする前に、レプリケートされたデータを Amazon S3 にプッシュするために使用す
るサーバー側の暗号化モードを指定できます。この暗号化モードは、エンドポイントの追加の接続属性
encryptionMode を設定することで指定できます。この encryptionMode 設定で KMS キー暗号化モー
ドが指定されている場合は、カスタム AWS KMS キーを作成して、次の AWS DMS ターゲット エンドポ
イントのターゲットデータを暗号化することもできます。

• Amazon Redshift - encryptionMode の設定詳細については、「AWS DMS のターゲットとして 
Amazon Redshift を使用する場合のエンドポイントの設定 (p. 357)」をご参照ください。カスタム AWS 
KMS 暗号化キーの作成の詳細については、「Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する AWS 
KMS キーの作成と使用 (p. 354)」をご参照ください。

• Amazon S3 - encryptionMode の設定詳細については、「AWS DMS のターゲットとして Amazon S3
を使用する場合のエンドポイントの設定 (p. 382)」をご参照ください。カスタム AWS KMS 暗号化キー
の作成の詳細については、「Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化する AWS KMS キーの作
成 (p. 375)」をご参照ください。

転送中の暗号化
AWS DMS では、転送中の暗号化がサポートされており、レプリケートするデータがソースエンドポイン
トからターゲットエンドポイントへの安全な移動が確保されます。この措置には、レプリケーションパイ
プラインを経由してデータが移動するときに、レプリケーションタスクが中間ストレージ用に使用するレ
プリケーション インスタンスの S3 バケットの暗号化も含まれます。AWS DMS では、ソースエンドポイ
ントおよびターゲットエンドポイントへのタスク接続を暗号化するために、Secure Socket Layer (SSL) と
共に Transport Layer Security (TLS) が使用されます。AWS DMS では、両方のエンドポイントへの接続を
暗号化することで、ソースエンドポイントからレプリケーションタスクと、タスクからターゲットエンド
ポイントへの移動時に、データの安全性が確保されます。AWS DMS で SSL/TLS を使用する方法について
は、AWS Database Migration Service での SSL の使用 (p. 706)をご参照ください

AWS DMS では、デフォルトキーとカスタムキーの両方をサポートし、中間レプリケーションストレージ
と接続情報の両方が暗号化されます。これらのキーは、AWS KMS を使用して管理します。詳細について
は、「暗号化キーの設定と AWS KMS のアクセス許可の指定 (p. 702)」を参照してください。

キーの管理
AWS DMS では、レプリケーションストレージ、接続情報、および特定のターゲットエンドポイントの
ターゲットデータストレージを暗号化するために、デフォルトキーまたはカスタムキーの使用がサポート
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されます。これらのキーは、AWS KMS を使用して管理します。詳細については、「暗号化キーの設定と 
AWS KMS のアクセス許可の指定 (p. 702)」を参照してください。

インターネットトラフィックのプライバシー
オンプレミスで実行されている場合でも、クラウド内の AWS サービスの一部として実行されている場合
でも、AWS DMS と、同じ AWS リージョン内のソースエンドポイントおよびターゲットエンドポイント
との間では、保護された接続が提供されます。（ソースとターゲットのうち、少なくとも一方のエンドポ
イントは、クラウド内で AWS サービスの一部として実行するされている必要があります。） VPC がす
べて同じ AWS リージョンにあれば、これらのコンポーネントが同じ Virtual Private Cloud (VPC) を共有
している場合も、別々の VPC に存在する場合も、この保護が適用されます。AWS DMS でサポートされ
るネットワーク設定の詳細については、「レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセット
アップ (p. 137)」をご参照ください。これらのネットワーク設定を使用する場合のセキュリティに関する
考慮事項については、「AWS Database Migration Service のネットワークセキュリティ (p. 704)」をご
参照ください。

DMSでのデータ保護
DMS Fleet Advisor はデータベースのメタデータを収集して分析し、移行ターゲットの適切なサイズを決
定します。DMS フリートアドバイザーはテーブル内のデータにアクセスしたり、転送したりしません。ま
た、DMS Fleet Advisor はデータベース機能の使用状況を追跡せず、使用統計にもアクセスしません。

DMS Fleet Advisor がデータベースを操作するために使用するデータベースユーザーを作成すると、デー
タベースへのアクセスを制御できます。これらのユーザーに必要な権限を付与します。DMS Fleet Advisor 
を使用するには、データベースユーザーに読み取り権限を付与します。DMS フリートアドバイザーはデー
タベースを変更せず、書き込み権限も必要ありません。詳細については、「AWS DMSフリートアドバイ
ザーのデータベースユーザーの作成 (p. 40)」を参照してください。

データベースではデータ暗号化を使用できます。 AWS DMSまた、DMS Fleet Advisor 内およびそのデー
タコレクター内の接続を暗号化します。

DMS データコレクタは、データ保護アプリケーションプログラミングインターフェイス (DPAPI) を使用
して、お客様の環境とデータベースの認証情報を暗号化、保護、保存します。DMS Fleet Advisor は、この
暗号化されたデータを DMS データコレクタが動作するサーバ上のファイルに保存します。DMS フリート
アドバイザーは、このデータをこのサーバーから転送しません。DPAPI の詳細については、「方法:データ
保護を使用する」を参照してください。

DMS データコレクタをインストールすると、このアプリケーションがメトリックを収集するために実行す
るすべてのクエリを表示できます。DMS データコレクターをオフラインモードで実行し、収集したデータ
をサーバー上で確認できます。また、この収集データを Amazon S3 バケットで確認できます。詳細につ
いては、「DMS データコレクターはどのように機能しますか? (p. 56)」を参照してください。
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AWS Database Migration Service のためのアイデン
ティティおよびアクセス管理

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS DMS リソー
スの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる AWS のサー
ビスです。

トピック
• 対象者 (p. 649)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 650)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 652)
• AWS Database Migration Service と IAM の連携について (p. 653)
• AWS Database Migration Service アイデンティティベースポリシーの例 (p. 659)
• リソースベースのポリシーの例 (AWS KMS) (p. 664)
• シークレットを使用して AWS Database Migration Service エンドポイントにアクセスするに

は (p. 668)
• のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 674)
• AWS Database Migration Service アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティン

グ (p. 676)
• AWS DMS の使用に必要な IAM アクセス許可 (p. 679)
• AWS CLI と AWS DMS API で使用する IAM ロールの作成 (p. 683)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 687)
• AWS の AWS Database Migration Service 管理ポリシー (p. 689)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS DMS で行う作業によって異なります。

サービスユーザー - AWS DMS サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認証
情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS DMS 機能を使用するとき、追加
のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切な許
可をリクエストするのに役に立ちます。AWS DMS の特徴にアクセスできない場合は、「AWS Database 
Migration Service アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 676)」を参照してく
ださい。

サービス管理者 - 社内の AWS DMS リソースを担当している場合は、通常、AWS DMS へのフルアクセ
スがあります。サービスのユーザーがどの AWS DMS 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管
理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要
があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。お客様の会社で AWS 
DMS で IAM を利用する方法の詳細については、AWS Database Migration Service と IAM の連携につい
て (p. 653) をご参照ください。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS DMS へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認す
る場合があります。IAM で使用できる AWS DMS アイデンティティベースのポリシーの例を表示するに
は、AWS Database Migration Service アイデンティティベースポリシーの例 (p. 659) を参照してくださ
い。
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アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management リファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してく
ださい。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
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永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS Database Migration Service のアクション、リソース、および条件キー」をご参
照ください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
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インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。
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アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS Database Migration Service と IAM の連携につ
いて
AWS DMS へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、AWS DMS でどの IAM特徴が使用できる
かを理解しておく必要があります。AWS DMS およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の
概要を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」 をご参照ください。

トピック
• AWS DMS アイデンティティベースのポリシー (p. 654)

653

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#policies_session
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
AWS Database Migration Service と IAM の連携について

• AWS DMS リソースベースのポリシー (p. 656)
• AWS DMS タグに基づく認可 (p. 657)
• AWS DMS の IAM ロール (p. 657)
• DMS フリートアドバイザーのための Identity and Access (p. 658)

AWS DMS アイデンティティベースのポリシー
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソースを指定でき、
さらにアクションが許可または拒否された条件を指定できます。AWS DMS は、特定のアクション、リ
ソース、および条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、IAM 
ユーザーガイドのIAM JSON ポリシーエレメントのリファレンスを参照してください。

アクション
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで
使用されます。

AWS DMSのポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックス を使用します: dms:。たとえ
ば、AWS DMS の CreateReplicationTask API 操作により、レプリケーションタスクを作成する権限
を付与するには、ポリシーに dms:CreateReplicationTask アクションを含めます。ポリシーステート
メントには、Action 要素または NotAction 要素のいずれかを含める必要があります。 AWS DMS は、
このサービスで実行できるタスクを説明する独自の一連のアクションを定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。

"Action": [ 
      "dms:action1", 
      "dms:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe とい
う単語で始まるすべてのアクションを指定するには、以下のアクションを含めます。

"Action": "dms:Describe*"

AWS DMS アクションのリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの「AWS Database Migration 
Service によって定義されたアクション」をご参照ください。

リソース
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
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オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

AWS DMS は、次のリソースと連携して動作します：

• 証明書
• エンドポイント
• イベントサブスクリプション
• レプリケーション インスタンス
• レプリケーションサブネット（セキュリティ）グループ
• レプリケーションタスク

AWS DMS が必要とするリソースは、呼び出された 1 つまたは複数のアクションによって決まります。関
連付けられているリソースや、リソース ARN で指定されたリソースに対して、これらのアクションを許
可するポリシーが必要です。

たとえば、AWS DMS エンドポイントリソースの ARN は次のようになります:

arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:endpoint/${InstanceId}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS のサービスの名前空間」をご参
照ください。

たとえば、ステートメントで use-east-2 リージョンの 1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J1K2L3M エンドポイ
ントインスタンスを指定するには、次の ARN を使用します。

"Resource": "arn:aws:dms:us-east-2:987654321098:endpoint/1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J1K2L3M"

特定のアカウントに属するすべてのエンドポイントを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "arn:aws:dms:us-east-2:987654321098:endpoint/*"

リソースを作成するためのアクションなど、一部の AWS DMS アクションは、特定のリソースでは実行で
きません。このような場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。

"Resource": "*"

一部の AWS DMS API アクションには、複数のリソースが関連します。たとえ
ば、StartReplicationTask はレプリケーション タスクを開始し、ソースとターゲットの 2 つのデー
タベース エンドポイント リソースに接続するため、 ユーザーには、ソース エンドポイントを読み取るア
クセス許可とターゲット エンドポイントに書き込むアクセス許可が必要です。複数のリソースを単一のス
テートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

"Resource": [ 
      "resource1", 
      "resource2" ]

ポリシーを使用して AWS DMS リソースへのアクセスを制御する方法については、「リソース名を使用
したアクセスの制御 (p. 695)」をご参照ください。AWS DMS リソースタイプとその ARN のリストを
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表示するには、IAM ユーザーガイドの「AWS Database Migration Service で定義されるリソース」をご参
照ください。どのアクションで各リソースの ARN を指定できるかについては、AWS Database Migration 
Service で定義されるアクションを参照してください。

条件キー

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コンテキストキー」をご参照くだ
さい。

AWS DMS は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用をサポートしています。すべて
の AWS グローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コンテキスト
キー」をご参照ください。

AWS DMS では、条件キーで使用できる標準タグのセットが定義されています。独自のカスタムタグを定
義することもできます。詳細については、「タグを使用したアクセスへのコントロール (p. 697)」を参照
してください。

AWS DMS 条件キーのリストを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS Database Migration Service 
の条件キー」をご参照ください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについては、
「で定義されるアクション」AWS Database Migration Service と「で定義されるリソース」を参照してく
ださいAWS Database Migration Service。

例

AWS DMS アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Database Migration Service ア
イデンティティベースポリシーの例 (p. 659)を参照してください。

AWS DMS リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、指定されたプリンシパルによって指定の AWS DMS リソースに対して実行
できるアクションおよび実行条件を指定する JSON ポリシードキュメントです。AWS DMS では、サポー
トされているターゲットエンドポイントに移行されるデータを暗号化するために作成した AWS KMS 暗
号化キーに関するリソースベースのアクセス許可ポリシーがサポートされます。サポートされているター
ゲットエンドポイントには Amazon Redshift や Amazon S3 があります。リソースベースのポリシーを使
用することで、これらの暗号化キーを使用するためのアクセス許可を、各ターゲットエンドポイントの他
のアカウントに付与できます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、アカウント全体、または別のアカウントの IAM エンティ
ティをリソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロス
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アカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プリ
ンシパルとリソースが異なる AWS アカウントにある場合は、リソースにアクセスするためのアクセス許
可をプリンシパルエンティティにも付与する必要があります。アクセス許可は、アイデンティティベース
のポリシーをエンティティにアタッチすることで付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同
じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付
与する必要はありません。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリ
シーとの相違点」をご参照ください。

AWS DMS サービスでは、キーポリシーと呼ばれるリソースベースのポリシーを 1 種類のみサポートして
おり、これが AWS KMS 暗号化キーにアタッチされています。このポリシーでは、サポートされている
ターゲットエンドポイントで移行されたデータを暗号化できるプリンシパルエンティティ（アカウント、
ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー）を定義します。

サポートされているターゲットエンドポイント用に作成する暗号化キーにリソースベースのポリシーを
アタッチする方法については、「Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する AWS KMS キーの
作成と使用 (p. 354)」および「Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化する AWS KMS キーの作
成 (p. 375)」をご参照ください。

例

AWS DMS のリソースベースのポリシーの例については、「リソースベースのポリシーの例 (AWS 
KMS) (p. 664)」をご参照ください。

AWS DMS タグに基づく認可
タグを AWS DMS リソースに添付することも、AWS DMS へのリクエストでタグを渡すこともできます。
タグに基づいてアクセスを制御するには、dms:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys 条件キーを使用したポリシーの条件エレメントにタグ情報を入力しま
す。AWS DMS では、条件キーで使用できる一連のスタンダードタグが定義されており、独自のカ
スタムタグを定義することもできます。詳細については、「タグを使用したアクセスへのコントロー
ル (p. 697)」を参照してください。

タグに基づいてリソースへのアクセスを制限するアイデンティティベースのポリシーの例については、
「タグに基づく AWS DMS リソースへのアクセス (p. 664)」をご参照ください。

AWS DMS の IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

AWS DMS でのテンポラリ認証情報の使用

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS 
STSAssumeRoleまたはなどの API オペレーションを呼び出すことで取得できますGetFederationToken。

AWS DMS では、一時認証情報の使用をサポートしています。

サービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できます
が、編集することはできません。

AWS DMS サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「??? (p. 674)」を参照
してください。
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サービスロール
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。

AWS DMS では、特定のソースエンドポイントまたはターゲットエンドポイントを使用するために作成す
る必要がある 2 種類のサービスロールがサポートされています:

• 詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の AWS での多要素認証 (MFA) の使用をご参
照ください。
• ターゲットとしての Amazon DynamoDB — 詳細については、「AWS Database Migration Service の

ターゲットとして DynamoDB を使用する場合の前提条件 (p. 400)」をご参照ください。
• ターゲットとしての OpenSearch 詳細については、「Amazon OpenSearch サービスをターゲットと

して使用するための前提条件AWS Database Migration Service (p. 444)」をご参照ください。
• ターゲットとしての Amazon Kinesis — 詳細については、「AWS Database Migration Service のター

ゲットとして Kinesis ータストリームを使用する場合の前提条件 (p. 418)」をご参照ください。
• Amazon Redshift がターゲット - 指定のロールを作成する必要があるのは、データを暗号化するカス

タム KMS 暗号化キーを作成する場合か、中間タスクストレージを保持するカスタム S3 バケットを
指定する場合のみです。詳細については、「Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する AWS 
KMS キーの作成と使用 (p. 354)」または「Amazon S3 バケットのセットアップ (p. 361)」をご参照く
ださい。

• ソースまたはターゲットとしての Amazon S3 - 詳細については、AWS DMS のソースとして Amazon 
S3 を使用する場合の前提条件 (p. 290)またはターゲットとして Amazon S3 を使用するための前提条
件 (p. 369) をご参照ください。

たとえば、S3 ソースエンドポイントからデータを読み取る場合や、S3 ターゲットエンドポイントに
データをプッシュする場合は、これらのエンドポイントオペレーションごとに S3 にアクセスするため
の前提条件としてサービスロールを作成する必要があります。

• AWS CLI および AWS DMS API を使用するために必要な権限を持つロール - dms-vpc-role と dms-
cloudwatch-logs-role を作成する必要がある 2 つの IAM ロール。Amazon Redshift をターゲット
データベースとして使用する場合は、IAM ロール dms-access-for-endpoint も AWS アカウントに
追加する必要があります。詳細については、「AWS CLI と AWS DMS API で使用する IAM ロールの作
成 (p. 683)」を参照してください。

AWS DMS で IAM ロールを選択
AWS CLI または AWS DMS API をデータベース移行に使用する場合、AWS DMS の機能を使用する前に
特定の IAM ロールを AWS アカウントに追加する必要があります。これらのロールのうち 2 つは dms-
vpc-role と dms-cloudwatch-logs-role です。Amazon Redshift をターゲットデータベースとして
使用している場合、IAM ロール dms-access-for-endpoint も AWS アカウントに追加する必要があり
ます。詳細については、「AWS CLI と AWS DMS API で使用する IAM ロールの作成 (p. 683)」を参照し
てください。

DMS フリートアドバイザーのための Identity and Access
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソース、およびア
クションが許可または拒否される条件を指定できます。DMS フリートアドバイザーは、特定のアクショ
ン、リソース、および条件キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素について
は、IAM ユーザーガイドのIAM JSON ポリシーエレメントのリファレンスを参照してください。

DMS フリートアドバイザーは IAM ロールを使用して Amazon シンプルストレージサービスにアクセス
します。IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。詳細について
は、「IAM リソースの作成 (p. 36)」を参照してください。
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AWS Database Migration Service アイデンティティ
ベースポリシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS DMS リソースを作成または変更するアクセス許
可はありません。また、AWS Management Console や AWS CLI、AWS API を使用してタスクを実行す
ることもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペ
レーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続い
て、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。

これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM のアイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、IAM ユーザーガイドの「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 659)
• AWS DMS コンソールを使用する (p. 660)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 662)
• 1 つの Amazon S3 バケットにアクセスするには (p. 663)
• タグに基づく AWS DMS リソースへのアクセス (p. 664)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが AWS DMS リソースを作成、アクセス、または削
除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生す
る可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイ
ドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。
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IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

AWS DMS コンソールを使用する
次のポリシーでは、AWS DMS コンソールを含めて AWS DMS へのアクセスを許可し、Amazon EC2 など
その他の Amazon サービスから特定の必要なアクションに関するアクセス許可も指定しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dms:*", 
            "Resource": "arn:aws:dms:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:ListAliases",  
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:PassRole", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:AttachRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:Get*", 
                "cloudwatch:List*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "redshift:Describe*", 
                "redshift:ModifyClusterIamRoles" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dms:region:account:resourcetype/id" 
        } 
    ]
}  
   
         

これらのアクセス許可の内訳は、コンソールを使用するためにそれぞれのアクセス許可が必要な理由を理
解するうえで役立ちます。

次のセクションは、利用可能な AWS KMS キーとエイリアスをユーザーがリストし、コンソールに表
示することを許可するために必要です。KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) がわかり、AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) のみを使用している場合、このエントリは必要ではありません。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:ListAliases",  
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

次のセクションは、エンドポイントとともにロール ARN を渡す必要がある特定のエンドポイントタイプ
に必要です。さらに、必要な AWS DMS ロールが事前に作成されていない場合、AWS DMS コンソール
はそのロールを作成することができます。すべてのロールが事前に設定されている場合、必要なものは
iam:GetRole および iam:PassRole のみです。ロールの詳細については、「AWS CLI と AWS DMS 
API で使用する IAM ロールの作成 (p. 683)」をご参照ください。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:PassRole", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:AttachRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

AWS DMS には Amazon EC2 インスタンスを作成し、作成されるレプリケーション インスタンス用の
ネットワークを設定する必要があるため、次のセクションが必須となります。これらのリソースはお客様
のアカウント内に存在するため、お客様に代わってこれらのアクションを実行できる必要があります。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 

661



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
アイデンティティベースのポリシーの例

                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

次のセクションは、ユーザーがレプリケーション インスタンスのメトリクスを表示することを許可するた
めに必要です。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:Get*", 
                "cloudwatch:List*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

このセクションは、ユーザーがレプリケーションログを表示することを許可するために必要です。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

次のセクションは、Amazon Redshift をターゲットとして使用する場合に必要です。これにより、AWS 
DMS は、Amazon Redshift クラスターが AWS DMS に対して適切に設定されていることを検証できま
す。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "redshift:Describe*", 
                "redshift:ModifyClusterIamRoles" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dms:region:account:resourcetype/id" 
        }

AWS DMS コンソールは、AWS DMS コンソールを使用する際に AWS アカウントに自動的にアタッチさ
れる複数のロールを作成します。AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS DMS API を移行
に使用する場合、これらのロールをアカウントに追加する必要があります。これらのロールの追加につい
ての詳細は、「AWS CLI と AWS DMS API で使用する IAM ロールの作成 (p. 683)」をご参照ください。

このポリシーを使用して AWS DMS にアクセスするための要件の詳細については、AWS DMS の使用に必
要な IAM アクセス許可 (p. 679) をご参照ください。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

1 つの Amazon S3 バケットにアクセスするには
AWS DMS では、データベース移行の中間ストレージとして Amazon S3 バケットが使用されます。通
常、AWS DMS では、この目的のためにデフォルトの S3 バケットが管理されています。ただし、場合に
よっては (特に AWS CLI または AWS DMS API を使用する場合)、AWS DMS では独自の S3 バケットを
指定できます。たとえば、Amazon Redshift ターゲット エンドポイントにデータを移行するための独自の 
S3 バケットを指定できます。この場合は、AWS が管理する AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーに基
づくアクセス許可のロールを作成する必要があります。

次の例は AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーの 1 つのバージョンを示しています。AWS DMS はこの
ポリシーにより、AWS アカウントの ユーザーに、1 つの Amazon S3 バケットへのアクセス権限を許可で
きます。また、このユーザーは、オブジェクトの追加、更新、削除を行うこともできます。

このポリシーでは、ユーザーに s3:PutObject、s3:GetObject、s3:DeleteObject のアクセス許可
を付与するだけでなく、s3:ListAllMyBuckets、s3:GetBucketLocation、および s3:ListBucket
のアクセス許可も付与します。これらが、コンソールで必要とされる追加のアクセス許可です。その他の
アクセス許可では、バケットのライフサイクルの管理が AWS DMS に許可されます。また、オブジェクト
をコピーするには、s3:GetObjectAcl アクションが必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:DeleteBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
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                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:PutBucketVersioning", 
                "s3:GetBucketVersioning", 
                "s3:PutLifecycleConfiguration", 
                "s3:GetLifecycleConfiguration", 
                "s3:DeleteBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::dms-*" 
        } 
    ]
}

このポリシーに基づくロールの作成の詳細については、「Amazon S3 バケットのセットアップ (p. 361)」
をご参照ください。

タグに基づく AWS DMS リソースへのアクセス
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて AWS DMS リソースへのアクセス
をコントロールできます。この例では、すべての AWS DMS エンドポイントへのアクセスを許可するポ
リシーを作成する方法を示しています。ただし、アクセス許可が付与されるのは、エンドポイントデータ
ベースタグ Owner にそのユーザーのユーザー名の値がある場合のみです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dms:*", 
            "Resource": "arn:aws:dms:*:*:endpoint/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"dms:endpoint-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーに添付できます。richard-roe という名前のユー
ザーが AWS DMS エンドポイントへのアクセスを試みる場合、エンドポイントデータベースには
Owner=richard-roe または owner=richard-roe のタグが必要です。それ以外の場合、このユーザー
はアクセスを拒否されます。条件キー名では大文字と小文字が区別されないため、条件タグキー Owner は
Owner と owner の両方に一致します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要
素: 条件」をご参照ください。

リソースベースのポリシーの例 (AWS KMS)
AWS DMS では、カスタムの AWS KMS 暗号化キーを作成して、サポートされているターゲット エンドポ
イント データを暗号化できます。キーポリシーを作成して、サポートされているターゲットデータ暗号化
用に作成する暗号化キーに、このポリシーをアタッチする方法については、「Amazon Redshift ターゲッ
トデータを暗号化する AWS KMS キーの作成と使用 (p. 354)」および「Amazon S3 ターゲットオブジェク
トを暗号化する AWS KMS キーの作成 (p. 375)」をご参照ください。

トピック
• Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化するためのカスタム AWS KMS 暗号化キーのポリ

シー (p. 665)
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• Amazon S3 ターゲットデータを暗号化するためのカスタム AWS KMS 暗号化キーのポリ
シー (p. 666)

Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化するためのカスタム 
AWS KMS 暗号化キーのポリシー
次の例は、Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化するために作成する AWS KMS 暗号化キー用に作
成されたキーポリシーの JSON を示しています。

{ 
  "Id": "key-consolepolicy-3", 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::987654321098:root" 
        ] 
      }, 
      "Action": "kms:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::987654321098:role/Admin" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Create*", 
        "kms:Describe*", 
        "kms:Enable*", 
        "kms:List*", 
        "kms:Put*", 
        "kms:Update*", 
        "kms:Revoke*", 
        "kms:Disable*", 
        "kms:Get*", 
        "kms:Delete*", 
        "kms:TagResource", 
        "kms:UntagResource", 
        "kms:ScheduleKeyDeletion", 
        "kms:CancelKeyDeletion" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow use of the key", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-Redshift-endpoint-access-role" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
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        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:DescribeKey" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow attachment of persistent resources", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-Redshift-endpoint-access-role" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:CreateGrant", 
        "kms:ListGrants", 
        "kms:RevokeGrant" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Bool": { 
          "kms:GrantIsForAWSResource": true 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

ここでは、キーを作成する前に作成した Amazon Redshift ターゲットエンドポイントデータにアクセスす
るためのロールが、キーポリシーで参照されている箇所を確認できます。この例では、DMS-Redshift-
endpoint-access-role です。また、異なるプリンシパル（ユーザーとロール）に対して許可されて
いるさまざまなキーアクションも確認できます。たとえば、DMS-Redshift-endpoint-access-role
のすべてのユーザーは、ターゲットデータを暗号化、復号化、および再暗号化できます。このようなユー
ザーは、エクスポート用のデータキーを生成し、AWS KMS の外でデータを暗号化することもできます。
また、作成したキーなど、AWS KMS キーに関する詳細情報を返すこともできます。さらに、このような
ユーザーは、ターゲット エンドポイントなどの AWS リソースへのアタッチメントを管理できます。

Amazon S3 ターゲットデータを暗号化するためのカスタム AWS 
KMS 暗号化キーのポリシー
次の例は、Amazon S3 ターゲットデータを暗号化するために作成する AWS KMS 暗号化キー用に作成さ
れたキーポリシーの JSON を示しています。

{ 
  "Id": "key-consolepolicy-3", 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::987654321098:root" 
        ] 
      }, 
      "Action": "kms:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
      "Effect": "Allow", 
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      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::987654321098:role/Admin" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Create*", 
        "kms:Describe*", 
        "kms:Enable*", 
        "kms:List*", 
        "kms:Put*", 
        "kms:Update*", 
        "kms:Revoke*", 
        "kms:Disable*", 
        "kms:Get*", 
        "kms:Delete*", 
        "kms:TagResource", 
        "kms:UntagResource", 
        "kms:ScheduleKeyDeletion", 
        "kms:CancelKeyDeletion" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow use of the key", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-S3-endpoint-access-role" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:DescribeKey" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Allow attachment of persistent resources", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-S3-endpoint-access-role" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:CreateGrant", 
        "kms:ListGrants", 
        "kms:RevokeGrant" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Bool": { 
          "kms:GrantIsForAWSResource": true 
        } 
      } 
    } 
  ]

ここでは、キーの作成前に作成した Amazon S3 ターゲットエンドポイントデータにアクセスするため
のロールが、キーポリシーで参照されている箇所を確認できます。この例では、DMS-S3-endpoint-
access-role です。また、異なるプリンシパル（ユーザーとロール）に対して許可されているさまざま
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なキーアクションも確認できます。たとえば、DMS-S3-endpoint-access-role のすべてのユーザー
は、ターゲットデータを暗号化、復号化、および再暗号化できます。このようなユーザーは、エクスポー
ト用のデータキーを生成し、AWS KMS の外でデータを暗号化することもできます。また、作成したキー
など、AWS KMS キーに関する詳細情報を返すこともできます。さらに、このようなユーザーは、ター
ゲット エンドポイントなどの AWS リソースへのアタッチメントを管理できます。

シークレットを使用して AWS Database Migration 
Service エンドポイントにアクセスするには
AWS DMS では、[secret] (シークレット) は暗号化キーで、[secret authentication] (シークレット認証) を介
して、サポートされた AWS DMS ソースエンドポイントまたはターゲットエンドポイントに対して、デー
タベース接続を認証するための一連のユーザー認証情報を表すために使用されます。Oracle 自動ストレー
ジManagement (ASM) も使用する Oracle エンドポイントの場合、Oracle ASMAWS DMS にアクセスする
ためのユーザー認証情報を表す追加のシークレットが必要です。

クラウドやオンプレミスのアプリケーション、サービス、および IT リソースにアクセスするための認
証情報を安全に作成、保存、取得するサービス AWS Secrets Manager を使用して、AWS DMS がシー
クレット認証に必要とする 1 つ、あるいは複数のシークレットを作成できます。これは、ユーザーを
介さずに認証情報のセキュリティを強化する、暗号化されたシークレット値の定期的な自動ローテー
ションに対応します。AWS Secrets Manager でのシークレット値のローテーションを有効にすると、
シークレットに依存するデータベースの移行に影響を与えずに、このシークレット値のローテーショ
ンが行われるようにもします。エンドポイント データベース接続を内密に認証するには、エンドポイ
ント設定に含める SecretsManagerSecretId に割り当てる ID または ARN シークレットを作成しま
す。Oracle ASM を Oracle エンドポイントの一部として内密に認証するには、エンドポイント設定にも含
める SecretsManagerOracleAsmSecretId に ID または ARN を割り当てるシークレットを作成しま
す。

AWS Secrets Managerの詳細については、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「AWSシークレット 
マネージャーとは?」をご参照ください。

AWS DMS は、サポートされているソースエンドポイントおよびターゲットエンドポイントで、次のオン
プレミスまたは AWS マネージドデータベースのシークレット認証をサポートします。

• Amazon DocumentDB
• IBM Db2 LUW
• Microsoft SQL Server
• MongoDB
• MySQL
• Oracle
• PostgreSQL
• Amazon Redshift
• SAP ASE

これらのデータベースに接続するにはエンドポイント設定の一部として、次のいずれかの値セットを入力
できますが、両方を入力することはできません。

• UserName、Password、ServerName、Port の設定を使用したデータベース接続
を認証するクリアテキスト値。Oracle ASM も使用する Oracle エンドポイントの場合
は、AsmUserName、AsmPassword、AsmServerName の設定を使用して ASM を認証するために追加
のクリアテキスト値を含めます。

• SecretsManagerSecretId と SecretsManagerAccessRoleArn 設定用の値を
使用したシークレット認証。Oracle ASM を使用する Oracle エンドポイントの場合
は、SecretsManagerOracleAsmSecretIdとSecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn 設定用
に追加の値を含めます。これらの設定のシークレット値には次のものが含まれます。
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• SecretsManagerSecretId — AWS Secrets Manager でエンドポイントデータベースアクセス用
に作成したシークレットの完全な Amazon リソースネーム (ARN)、ARN の一部、またはフレンドリ
名。

• SecretsManagerAccessRoleArn — ユーザーに代わってこの SecretsManagerSecretId シー
クレットへの AWS DMS アクセスを提供するために IAM に作成したシークレットアクセスロールの 
ARN。

• SecretsManagerOracleAsmSecretId — AWS Secrets Manager で Oracle ASM アクセス用に作成
したシークレットの完全な Amazon リソースネーム (ARN)、ARN の一部、またはフレンドリ名。

• SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn — ユーザーに代わってこの
SecretsManagerOracleAsmSecretId シークレットへの AWS DMS アクセスを提供するために 
IAM に作成したシークレットアクセスロールの ARN。

Note

また、単一のシークレットアクセスロールを使用して、SecretsManagerSecretId
シークレットと SecretsManagerOracleAsmSecretId シークレットの両方に AWS 
DMS アクセスを提供することもできます。両方のシークレットに対してこの単一の
シークレットアクセスロールを作成する場合は、このアクセスロール用の同じ ARN を
SecretsManagerAccessRoleArn と SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn の両方
に割り当てます。例えば、両方のシークレットに対するシークレット アクセス ロールの ARN 
が変数 ARN2xsecrets に割り当てられている場合、これらの ARN 設定を次のように設定でき
ます。

SecretsManagerAccessRoleArn = ARN2xsecrets;
SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn = ARN2xsecrets;

これらの値を作成する詳細については、「AWS Management Console を使用してシークレットおよび
シークレットアクセスロールを作成するには (p. 670)」をご参照ください。

エンドポイントに必要なシークレットおよびシークレットアクセスロールエンドポイント設定を作
成し指定した後、これらのシークレットの詳細を含む CreateEndpoint または ModifyEndpoint
API リクエストを実行するユーザーアカウントの許可を更新します。これらのアカウント許可
には、シークレットアクセスロールに対する IAM:GetRole の許可とシークレットに対する
SecretsManager:DescribeSecret の許可を含みます。AWS DMS では、アクセス ロールとそのシー
クレットの両方を検証するために、これらの許可が必要です。

必要なユーザー許可を提供して検証するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Identity and Access Management で https:// 
console.aws.amazon.com/iam/ コンソールを開きます。

2. [Users] (ユーザー) を選択し、CreateEndpoint と ModifyEndpoint の API コールを行うために使
用する [User ID] (ユーザー ID) を選択します。

3. [Permissions] (許可) タブで、[{} JSON] を選択します。
4. ユーザーに次のアクセス許可があることを確認します。

{ 
 "Statement": [{ 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "iam:GetRole", 
    "iam:PassRole" 
   ], 
   "Resource": "SECRET_ACCESS_ROLE_ARN" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
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   "Action": "secretsmanager:DescribeSecret", 
   "Resource": "SECRET_ARN" 
  } 
 ]
} 
                     

5. ユーザーにこれらの許可がない場合は、許可を追加します。
6. IAM ロールを使用して DMS API コールを行う場合は、それぞれのロールで上記のステップを繰り返

します。
7. ターミナルを開き、AWS CLI を実行して、上記で使用したロールまたはユーザーを想定したうえで、

許可が正しく与えられていることを検証します。

a. IAM SecretAccessRole get-role コマンドを使用して、に対するユーザーの権限を検証します。

aws iam get-role --role-name ROLE_NAME
                            

ROLE_NAME はロ SecretsManagerAccessRole 名前に置き換えます。

コマンドがエラーメッセージを返す場合は、正しく許可されていることを確認してください。
b. Secrets Manager describe-secret コマンドを使用して、シークレットに対するユーザー許可

を検証します。

aws secretsmanager describe-secret --secret-id SECRET_NAME OR SECRET_ARN --
region=REGION_NAME
                            

ユーザーには、フレンドリ名、ARN の一部、または完全な ARN を指定できます。詳細について
は、「describe-secret」をご参照ください。

コマンドがエラー メッセージを返す場合は、正しく許可されていることを確認してください。

AWS Management Console を使用してシークレットおよびシー
クレットアクセスロールを作成するには
AWS Management Console を使用してエンドポイント認証のシークレットを作成し、ユーザーに代わって 
AWS DMS にシークレットへのアクセスを許可するポリシーとロールを作成します。

AWS DMS がソースエンドポイントおよびターゲットエンドポイントの接続用にデータベースの
認証を使用できる AWS Management Console を使用してシークレットを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Secrets Manager で https:// 
console.aws.amazon.com/secretsmanager/ コンソールを開きます。

2. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します。
3. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) ページの [Select secret type] (シークレットタイプの

選択) で、[Other type of secrets] (他の種類のシークレット) を選択し、次に[Plaintext] (プレーンテキ
スト) を選択します。

Note

これ以降で、エンドポイントデータベースに接続するために、クリアテキストの認証情報を
入力する必要があるのはここだけです。

4. [Plaintext] (プレーンテキスト) フィールド
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• SecretsManagerSecretId にアイデンティティを割り当てるシークレットでは、次の JSON 構
造を入力します。

{ 
  "username": db_username, 
  "password": db_user_password, 
  "port": db_port_number, 
  "host": db_server_name
}

Note

これは、エンドポイントデータベースの認証に必要な JSON メンバーの最小リストです。
任意の JSON エンドポイント設定をすべて小文字で JSON メンバーとして追加できます。
ただし、AWS DMS では、エンドポイント認証用の追加 JSON メンバーは無視されます。

ここで、db_username は、データベースにアクセスしているユーザーの名前
で、db_user_password は、データベースのユーザーパスワード、db_port_number は、デー
タベースにアクセスするためのポート番号、db_server_name は、次の例のように、ウェブ上の
データベースサーバー名 (アドレス) です。

{ 
  "username": "admin", 
  "password": "some_password", 
  "port": "8190", 
  "host": "oracle101.abcdefghij.us-east-1.rds.amazonaws.com"
}

• SecretsManagerOracleAsmSecretId にアイデンティティを割り当てるシークレットについて
は、次の JSON 構造を入力します。

{ 
  "asm_user": asm_username, 
  "asm_password": asm_user_password, 
  "asm_server": asm_server_name
}

Note

これは、Oracle エンドポイント用に Oracle ASM を認証するために最低限必要な JSON メ
ンバーのリストです。また、利用可能な Oracle ASM エンドポイント設定に基づいて指定
できる完全なリストでもあります。

ここで、asm_username は、Oracle ASM にアクセスしているユーザー名、asm_user_password
は Oracle ASM ユーザーのパスワード、asm_server_name は、次の例のように、ポートを含む
ウェブの Oracle ASM サーバー名 (アドレス) です。

{  
  "asm_user": "oracle_asm_user",  
  "asm_password": "oracle_asm_password", 
  "asm_server": "oracle101.abcdefghij.us-east-1.rds.amazonaws.com:8190/+ASM"  
}

5. シークレットの暗号化に使用するAWS KMS暗号化キーを選択します。サービス用に AWS Secrets 
Manager によって作成されたデフォルトの暗号化キーに同意するか、作成した AWS KMS キーを選択
できます。
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6. このシークレットを参照する名前とオプションの説明を指定します。これ
は、SecretsManagerSecretId または SecretsManagerOracleAsmSecretId の値として使用
するフレンドリ名です。

7. シークレットで自動ローテーションを有効にする場合は、説明のようにシークレットの認証情報
をローテーションする許可を持つ AWS Lambda 関数を選択または作成する必要があります。ただ
し、Lambda 関数を使用するように自動ローテーションを設定する前に、関数の構成設定で次の 4 文
字を EXCLUDE_CHARACTERS 環境変数の値に追加します。

;.:+

AWS DMS では、エンドポイントの認証情報に使用されるパスワードにこれらの文字を許可していま
せん。これらを除外するように Lambda 関数を設定すると、AWS Secrets Manager はローテーショ
ンされたパスワードの値の一部としてこれらの文字を生成できなくなります。Lambda 関数を使用す
るように自動ローテーションを設定したら、AWS Secrets Manager はシークレットをすぐにローテー
ションして、シークレット構成を検証します。

Note

データベースエンジンの構成によっては、データベースでローテーションされた認証情報が
フェッチされない場合があります。この場合、認証情報を更新するには、タスクをマニュア
ルで再起動する必要があります。

8. AWS Secrets Manager のシークレットを確認して保存します。次に、各シークレットを AWS 
Secrets Manager のフレンドリ名で検索し、必要に応じて SecretsManagerSecretId または
SecretsManagerOracleAsmSecretId の値としてシークレット ARN を取得し、エンドポイント
データベース接続および Oracle ASM (使用されている場合) へのアクセスを認証することができま
す。

SecretsManagerAccessRoleArn または SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn を
設定するためにシークレットアクセスポリシーとロールを作成し、AWS DMS の AWS Secrets 
Manager へのアクセスを許可し、適切なシークレットにアクセスするには

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam の AWS Identity 
and Access Management (IAM) マネジメントコンソールを開きます。

2. [Policies] (ポリシー) を選択し、次に[Create Policy] (ポリシー作成) を選択します
3. [JSON] を選択し、次のポリシーを入力して、シークレットへのアクセスと復号化を有効にします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue", 
            "Resource": secret_arn, 
        }, 
        { 
             "Effect": "Allow", 
             "Action": [ 
                        "kms:Decrypt", 
                        "kms:DescribeKey" 
                      ], 
             "Resource": kms_key_arn, 
        } 
     ]
}
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ここで、secret_arn はシークレット ARN で、必要に応じて SecretsManagerSecretId または
SecretsManagerOracleAsmSecretId のいずれかより入手できます。kms_key_arn は、次の例
のように、シークレットを暗号化するために使用する AWS KMS キーの ARN です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue", 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-2:123456789012:secret:MySQLTestSecret-qeHamH" 
        }, 
        { 
             "Effect": "Allow", 
             "Action": [ 
                        "kms:Decrypt", 
                        "kms:DescribeKey" 
                      ], 
             "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-2:123456789012:key/761138dc-0542-4e58-947f-4a3a8458d0fd" 
        } 
     ]
}

Note

AWS Secrets Manager で作成されたデフォルトの暗号化キーを使用する場
合、kms_key_arn に AWS KMS 許可を指定する必要はありません。
ポリシーで両方のシークレットへのアクセスを許可する場合は、もう 1 つの [secret_arn]
に追加の JSON リソースオブジェクトを指定するだけです。

4. フレンドリ名とオプションの説明を使用して、ポリシーを確認して作成します。
5. [Roles] (ロール)、[Create role] (ロールの作成) の順に選択します。
6. 信頼されたエンティティの種類に、[AWS service] (サービス) を選択します。
7. 信頼されたサービスのリストから [DMS] を選択し、[Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択

します。
8. ステップ 4 で作成したポリシーを検索しアタッチし、任意のタグを追加しながらロールを確認しま

す。この時点で、信頼されたエンティティとして AWS DMS のリージョンサービスのプリンシパルを
使用するロール用に信頼関係を編集します。このプリンシパルの形式は以下のとおりです。

dms.region-name.amazonaws.com

ここで、region-name は 例えば us-east-1 などといったリージョンの名前です。したがって、こ
のリージョンの AWS DMS リージョンサービスのプリンシパルが続きます。

dms.us-east-1.amazonaws.com

9. ロールの信頼されたエンティティを編集した後、フレンドリ名とオプションの説明を使用し
てロールを作成します。IAM でフレンドリ名を持つ新しいロールを検索し、ロール ARN を
SecretsManagerAccessRoleArn または SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn の値と
して取得して、エンドポイントデータベース接続を認証することができるようになりました。
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プライベートサブネットのレプリケーションインスタンスで Secrets Manager を使用するには

1. Secrets Manager VPC エンドポイントを作成し、エンドポイントの DNS を書き留めます。Secrets 
Manager VPC エンドポイントの作成方法の詳細については、AWS Secrets Manager ユーザーガイ
ドの「VPC endpoint を介した Secrets Manager への接続」 を参照ください。

2. レプリケーションインスタンスのセキュリティグループを Secrets Manager VPC エンドポイントにア
タッチします。

3. レプリケーションインスタンスのセキュリティグループのエグレスルールでは、送信先 0.0.0.0/0
のすべてのトラフィックを許可します。

4. エンドポイントの追加接続属性 secretsManagerEndpointOverride=secretsManager 
endpoint DNS を設定し、次の例に示すように、シークレットマネージャーの VPC エンドポイント 
DNS を入力します。

secretsManagerEndpointOverride=vpce-1234a5678b9012c-12345678.secretsmanager.eu-
west-1.vpce.amazonaws.com

のサービスにリンクされたロールの使用
AWS DMSフリートアドバイザーはAWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされた
ロールを使用します。サービスにリンクされたロールは、DMS フリートアドバイザーに直接リンクされた
一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、DMS Fleet Adsor によって事前定義
されており、ユーザーの代わりにサービスから他のAWSのサービスを呼び出すための、すべてのアクセス
権限が付与されています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、DMS フリートの設定が簡単になります。DMS フリートアドバイザーは、サービスにリンクされた
ロールの許可を定義します。特に定義されている場合を除き、DMS フリートアドバイザーのみがそのロー
ルを引き受けることができます。定義された許可には信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれ、その許可ポ
リシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これによ
り、リソースへのアクセス許可を不用意に削除する可能性がなくなるため、DMS フリートアドバイザーの
リソースを保護することができます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示
するには、[はい] リンクを選択します。

DMS フリートアドバイザーのサービスにリンクされたロール許
可
のサービスにリンクされたロールは、Amazon のサービスにリンクされたロールを使用して、Amazon メ
トリックを管理するためにこのサービスリンクロールを使用して、Amazon CloudWatch メトリックスを
管理します。AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisorこのサービスリンクロールは、マネージドポリシー
AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy にアタッチされます。このポリシーの更新については、
「AWS の AWS Database Migration Service 管理ポリシー (p. 689)」を参照してください

AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor サービスにリンクされたロールは、ロールを引き受ける上で次の
サービスを信頼してロールを引き受けます。

• dms-fleet-advisor.amazonaws.com
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のサービスにリンクされたポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを 
DMS に許可します。 AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

• アクション: all AWS resources 上で cloudwatch:PutMetricData

このアクセス許可は、メトリクスデータポイントを Amazon に発行することを Amazon CloudWatch に
許可します。 AWS DMSFleet Advisor のデータベースメトリックを含むグラフを表示するには、この権
限が必要です CloudWatch。

次のコード例は、 AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy ロー
ルの作成に使用するポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Resource": "*", 
        "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "cloudwatch:namespace": "AWS/DMS/FleetAdvisor" 
            } 
        } 
    }
}

ユーザー、グループ、ロールなど、サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティ
ティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールのアクセス許可」を参照してください。

DMS フリートアドバイザーのサービスにリンクされたロールの
作成
DMS — フリートアドバイザーユースケースでは、IAM コンソールを使用してサービスリンクロールを作
成することができます。AWS CLI または AWS API で、dms-fleet-advisor.amazonaws.com サービ
ス名を使用してサービスリンクロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービス
リンクロールの作成」を参照してください。このサービスリンクロールを削除する場合、この同じプロセ
スを使用して、もう一度ロールを作成できます。

データコレクターを作成する前に、このロールを作成してください。DMS Fleet Advisor はこのロールを使
用して、データベースメトリックを含むグラフをに表示しますAWS Management Console。詳細について
は、「データコレクターの作成 (p. 45)」を参照してください。

DMS フリートアドバイザーのサービスにリンクされたロールの
編集
DMS フリートアドバイザーでは、 AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor サービスにリンクされたロール
を編集することはできません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによっ
てロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用
したロールの説明の編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされた
ロールの編集」を参照してください。
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DMS フリートアドバイザーのサービスにリンクされたロールの
削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。これにより、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされた
り、メンテナンスされたり、アクティブにモニタリングされたり、メンテナンスされたりすることがなく
なります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをクリーンアップす
る必要があります。

Note

リソースを削除する際に、DMS フリートアドバイザーサービスでロールが使用されていると、
削除処理が失敗する場合があります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してくださ
い。

が使用している DMS フリートアドバイザーリソースを削除するには 
AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor

1. にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS
でコンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Discover] の下の [データコレクター] を選択します。[Data collectors] (デー
タコレクター) ページが開きます。

3. データコレクターを選択し、[削除] を選択します。
4. 削除を確認するには、テキスト入力フィールドにデータコレクターの名前を入力します。次に、[削除] 

を選択します。

Important

DMS データコレクターを削除すると、DMS Fleet Advisor は、このコレクターを使用して検出し
たすべてのデータベースをインベントリから削除します。

すべてのデータコレクターを削除した後、サービスにリンクされたロールを削除できます。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、 AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor サー
ビスリンクロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされた
ロールの削除」を参照してください。

DMS フリートアドバイザーのサービスにリンクされたロールで
サポートリンクロールでサポートされるリージョン
DMS フリートアドバイザーは、このサービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスリンクロール
の使用をサポートします。詳細については、「サポートされている AWS リージョン (p. 34)」を参照して
ください。

AWS Database Migration Service アイデンティティと
アクセスに関するトラブルシューティング
次の情報は、AWS DMS と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ち
ます。

トピック
• AWS DMS でアクションを実行する権限がない (p. 677)
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• iam を実行する認可がない:PassRole (p. 677)
• 管理者として AWS DMS へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 677)
• AWS アカウント以外の人が私の AWS DMS リソースにアクセスできるようにしたい (p. 677)

AWS DMS でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する認可がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワードを発行した人
です。

以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、AWS DMS エンドポイント
の詳細を表示しようとしているが、dms: DescribeEndpoint アクセス許可がない場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 dms:DescribeEndpoint on resource: my-postgresql-target

この場合、Mateo は、dms:DescribeEndpoint アクションを使用して my-postgresql-target エン
ドポイントにアクセスできるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

iam を実行する認可がない:PassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
AWS DMS にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールやサービスにリンクされたロールを作成せずに、既
存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す許可が必要です。

以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS DMS でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

管理者として AWS DMS へのアクセスを他のユーザーに許可し
たい
AWS DMS へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケーショ
ンの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエンティ
ティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、AWS DMS の適切なアクセス許可を付与する
ポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。

すぐに開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成」を
参照してください。

AWS アカウント以外の人が私の AWS DMS リソースにアクセス
できるようにしたい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリシーまた
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はアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへ
のアクセスを付与できます。

詳細については、以下をご参照ください。

• AWS DMS がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、AWS Database Migration 
Service と IAM の連携について (p. 653) をご参照ください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」
を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。
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AWS DMS の使用に必要な IAM アクセス許可
AWS DMS を使用するには、特定の IAM アクセス許可と IAM ロールを使用します。IAM ユーザーとし
てサインインして AWS DMS を使用する場合、アカウント管理者は、このセクションで示すポリシー
を AWS DMS の実行に使用する IAM ユーザー、グループ、またはロールにアタッチする必要がありま
す。IAM アクセス許可の詳細については、『IAM ユーザーガイド』をご参照ください。

次のポリシーでは、さらにAWS DMS、や IAM、Amazon EC2、Amazon AmazonAWS KMS など他の 
Amazon サービスから必要とされる特定のアクションのためのアクセス許可も提供します CloudWatch。 
CloudWatchAWS DMS移行をリアルタイムで監視し、移行の進行状況を示すメトリクスを収集および追跡
します。 CloudWatch ログを使用して、タスクに関する問題をデバッグできます。

Note

タグ付けを使用して、AWS DMS リソースへのアクセスをさらに制限できます。タグ付けを使用
して AWS DMS リソースへのアクセスを制限する方法については、「リソース名とタグを使用し
たファイングレインアクセスコントロール (p. 695)」をご参照ください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dms:*", 
            "Resource": "arn:aws:dms:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:ListAliases",  
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:PassRole", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:AttachRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:Get*", 
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                "cloudwatch:List*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "redshift:Describe*", 
                "redshift:ModifyClusterIamRoles" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dms:region:account:resourcetype/id" 
        } 
    ]
}  
   
         

これらの以下のアクセス許可明細は、それぞれのアクセス許可が必要な理由を理解するうえで役立ちま
す。

次のセクションは、ユーザーが AWS DMS API オペレーションを呼び出すことを許可するために必要で
す。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dms:*", 
            "Resource": "arn:aws:dms:region:account:resourcetype/id"
}

次のセクションは、利用可能な AWS KMS キーとエイリアスをユーザーがリストし、コンソールに表
示することを許可するために必要です。KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) がわかり、AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) のみを使用している場合、このエントリは必要ではありません。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:ListAliases",  
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

次のセクションは、エンドポイントとともに IAM ロールの ARN を渡す必要がある特定のエンドポイント
タイプに必要になります。また、必要な AWS DMS ロールが事前に作成されていない場合は、そのロー
ルを AWS DMS コンソールで作成できます。すべてのロールが事前に設定されている場合、必要なもの
は iam:GetRole および iam:PassRole のみです。ロールの詳細については、「AWS CLI と AWS DMS 
API で使用する IAM ロールの作成 (p. 683)」をご参照ください。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "iam:GetRole", 
                "iam:PassRole", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:AttachRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

AWS DMS には Amazon EC2 インスタンスを作成し、作成されるレプリケーション インスタンス用の
ネットワークを設定する必要があるため、次のセクションが必須となります。これらのリソースはお客様
のアカウント内に存在するため、お客様に代わってこれらのアクションを実行できる必要があります。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

次のセクションは、ユーザーがレプリケーション インスタンスのメトリクスを表示することを許可するた
めに必要です。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:Get*", 
                "cloudwatch:List*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

このセクションは、ユーザーがレプリケーションログを表示することを許可するために必要です。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id" 
        }

次のセクションは、Amazon Redshift をターゲットとして使用する場合に必要です。これにより、AWS 
DMS は、Amazon Redshift クラスターが AWS DMS に対して適切に設定されていることを検証できま
す。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "redshift:Describe*", 
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                "redshift:ModifyClusterIamRoles" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dms:region:account:resourcetype/id" 
        }

AWS DMS コンソールは、AWS DMS コンソールを使用する際に AWS アカウントに自動的にアタッチさ
れる複数のロールを作成します。AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS DMS API を移行
に使用する場合、これらのロールをアカウントに追加する必要があります。これらのロールの追加につい
ての詳細は、「AWS CLI と AWS DMS API で使用する IAM ロールの作成 (p. 683)」をご参照ください。
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AWS CLI と AWS DMS API で使用する IAM ロールの
作成
AWS CLI または AWS DMS API をデータベース移行に使用する場合は、AWS DMS の機能を使用する前
に 3 つの IAM ロールを AWS アカウントに追加する必要があります。これらのロールのうち 2 つは dms-
vpc-role と dms-cloudwatch-logs-role です。Amazon Redshift をターゲットデータベースとして
使用している場合、IAM ロールdms-access-for-endpoint も AWS アカウントに追加する必要があり
ます。

管理ポリシーの更新は自動です。IAM ロールでカスタムポリシーを使用する場合、このドキュメントで管
理ポリシーの更新事項がないか定期的に確認してください。管理ポリシーの詳細は、get-policy コマン
ドと get-policy-version コマンドを組み合わせて使用して表示できます。

たとえば、次の get-policy コマンドは、指定された IAM ロールに関する情報を取得します。

aws iam get-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonDMSVPCManagementRole 
         

コマンドから返される情報は、次のとおりです。

{ 
    "Policy": { 
        "PolicyName": "AmazonDMSVPCManagementRole",  
        "Description": "Provides access to manage VPC settings for AWS managed customer 
 configurations",  
        "CreateDate": "2015-11-18T16:33:19Z",  
        "AttachmentCount": 1,  
        "IsAttachable": true,  
        "PolicyId": "ANPAJHKIGMBQI4AEFFSYO",  
        "DefaultVersionId": "v3",  
        "Path": "/service-role/",  
        "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole",  
        "UpdateDate": "2016-05-23T16:29:57Z" 
    }
} 
         

次の get-policy-version コマンドは、IAM ポリシー情報を取得します。

aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonDMSVPCManagementRole --version-id v3 
         

コマンドから返される情報は、次のとおりです。

{ 
    "PolicyVersion": { 
        "CreateDate": "2016-05-23T16:29:57Z",  
        "VersionId": "v3",  
        "Document": { 
        "Version": "2012-10-17",  
        "Statement": [ 
            { 
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                "Action": [ 
                    "ec2:CreateNetworkInterface",  
                    "ec2:DescribeAvailabilityZones",  
                    "ec2:DescribeInternetGateways",  
                    "ec2:DescribeSecurityGroups",  
                    "ec2:DescribeSubnets",  
                    "ec2:DescribeVpcs",  
                    "ec2:DeleteNetworkInterface",  
                    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute" 
                ],  
                "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id",  
                "Effect": "Allow" 
            } 
        ] 
    },  
    "IsDefaultVersion": true 
    }
} 
         

同じコマンドを使用して、AmazonDMSRedshiftS3Role および AmazonDMSCloudWatchLogsRole 管
理ポリシーに関する情報を取得できます。

Note

データベースの移行に AWS DMS コンソールを使用すると、これらのロールは AWS アカウント
に自動的に追加されます。

次の手順では、dms-vpc-role、dms-cloudwatch-logs-role、および dms-access-for-
endpoint の各 IAM ロールを作成します。

AWS CLIまたはAWS DMS API で使用する dms-vpc-role IAM ロールを作成するには

1. 次の IAM ポリシーを含む JSON ファイルを作成します。JSON ファイルに
dmsAssumeRolePolicyDocument.json という名前を付けます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
   { 
     "Effect": "Allow", 
     "Principal": { 
        "Service": "dms.amazonaws.com" 
     }, 
   "Action": "sts:AssumeRole" 
   } 
 ]
}                     
                 

次のコマンドを使用して AWS CLI でロールを作成します。

aws iam create-role --role-name dms-vpc-role --assume-role-policy-document file://
dmsAssumeRolePolicyDocument.json                     
                 

2. 次のコマンドを使用して AmazonDMSVPCManagementRole ポリシーを dms-vpc-role にアタッチ
します。
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aws iam attach-role-policy --role-name dms-vpc-role --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole                     
                 

AWS CLIまたはAWS DMS API で使用する dms-cloudwatch-logs-role IAM ロールを作成するには

1. 次の IAM ポリシーを含む JSON ファイルを作成します。JSON ファイルに
dmsAssumeRolePolicyDocument2.json という名前を付けます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
   { 
     "Effect": "Allow", 
     "Principal": { 
        "Service": "dms.amazonaws.com" 
     }, 
   "Action": "sts:AssumeRole" 
   } 
 ]
}                
                 

次のコマンドを使用して AWS CLI でロールを作成します。

aws iam create-role --role-name dms-cloudwatch-logs-role --assume-role-policy-document 
 file://dmsAssumeRolePolicyDocument2.json                     
                 

2. 次のコマンドを使用して AmazonDMSCloudWatchLogsRole ポリシーを dms-cloudwatch-logs-
role にアタッチします。

aws iam attach-role-policy --role-name dms-cloudwatch-logs-role --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole                     
                 

Amazon Redshift をターゲットデータベースとして使用する場合は、IAM ロール dms-access-for-
endpoint を作成して Amazon S3 へのアクセスを可能にする必要があります。

ターゲットデータベースとしての Amazon Redshift で使用する dms-access-for-endpoint IAM ロー
ル IAM ロール IAM Redshift で使用する IAM ロールを作成するには

1. 次の IAM ポリシーを含む JSON ファイルを作成します。JSON ファイルに
dmsAssumeRolePolicyDocument3.json という名前を付けます。

 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "1", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "dms.amazonaws.com" 
      }, 

685



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
CLI および API の IAM ロール

      "Action": "sts:AssumeRole" 
    }, 
    { 
      "Sid": "2", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "redshift.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
} 
                      
                 

2. 次のコマンドを使用して AWS CLI でロールを作成します。

  aws iam create-role --role-name dms-access-for-endpoint --assume-role-policy-document 
 file://dmsAssumeRolePolicyDocument3.json                    
                 

3. 次のコマンドを使用して AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーを dms-access-for-endpoint
ロールにアタッチします。

aws iam attach-role-policy --role-name dms-access-for-endpoint \ 
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSRedshiftS3Role   

AWS CLI または AWS DMS API を使用するための IAM ポリシーが設定されている必要があります。
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サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能
性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその
許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを
防ぐため、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルですべ
てのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。

リソースポリシーで aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキスト
キーを使用して、AWS Database Migration Service が別のサービスに付与する許可をそのリソースに
制限することをお勧めします。aws:SourceArn値が、AWS DMSレプリケーションインスタンスネー
ム (ARN) などのアカウント ID が、値に含まれていない場合、アクセス許可を制限するため、両方の
グローバル条件コンテキストキーを使用する必要があります。同じポリシーステートメントでこれら
のグローバル条件コンテキストキーの両方を使用し、アカウント ID にaws:SourceArn の値が含まれ
ていない場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値の中のアカウントには、同じアカウン
ト ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合
は、aws:SourceArn を使用します。クロスサービスが使用できるように、アカウント内の任意のリソー
スを関連づけたい場合は、aws:SourceAccount を使用します。

AWS DMS3.4.7 以降のバージョン以降の混乱した代理オプションをサポートします。詳細については、
「AWSDatabase Migration Service 3.4.7 リリースノート (p. 777)」を参照してください。AWS DMSレ
プリケーションインスタンスがバージョン 3.4.6 以前を使用している場合は、混乱する代理オプションを
設定する前に、必ず最新バージョンにアップグレードしてください。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全
な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件キー
aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード文字 (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:dms:*:123456789012:rep:*。

トピック
• AWS DMSサービス間の混乱した代理問題の防止 (p. 687)
• サービス間の混乱したAmazon S3 問題の防止 (p. 688)
• Amazon DynamoDB ターゲットエンドポイントが、AWS DMSサービス間の混乱した代理問題の防

止 (p. 688)

AWS DMSサービス間の混乱した代理問題の防止
AWS CLIデータベースの移行にまたはAWS DMS API を使用するには、の機能を使用する前に、dms-
vpc-roleおよびdms-cloudwatch-logs-role IAMAWS ロールをアカウントに追加する必要がありま
すAWS DMS。詳細については、「AWS CLI と AWS DMS API で使用する IAM ロールの作成 (p. 683)」を
参照してください。

次の例は、dms-vpc-rolemy-replication-instanceレプリケーションインスタンスでロールを使用
するためのポリシーを示しています。これらのポリシーを使用して、混乱した代理問題を防止します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 

687

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html#condition-keys-sourcearn
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html#condition-keys-sourceaccount


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
サービス間の混乱した代理の防止

                "Service": "dms.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "AWS:SourceAccount": "your_account_id" 
                }, 
                "ArnEqual": { 
                    "AWS:SourceArn": "arn:aws:dms:your_region:your_account_id:rep:my-
replication-instance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

サービス間の混乱したAmazon S3 問題の防止
事前評価結果を S3AWS DMS バケットに保存するには、Amazon S3 のオブジェクトを管理できる IAM ポ
リシーを作成します。詳細については、「移行前評価の実行を S3 バケットに保存する (p. 591)」を参照し
てください。

次の例は、AWS DMS指定されたユーザーアカウントですべてのタスクと実行される評価へのアクセスを
許可する IAM ロールに設定された、混乱した代理条件を含む信頼ポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "dms.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "AWS:SourceAccount": "your_account_id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "AWS:SourceArn": [ 
                        "arn:aws:dms:your_region:your_account_id:assessment-run:*", 
                        "arn:aws:dms:region:your_account_id:task:*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon DynamoDB ターゲットエンドポイントが、AWS DMS
サービス間の混乱した代理問題の防止
Amazon DynamoDB をデータベース移行のターゲットエンドポイントとして使用するに
は、DynamoDBAWS DMS テーブルへのアクセスを引き受けて許可する IAM ロールを作成する必要があ
ります。次に、ターゲット DynamoDB エンドポイントをで作成するときにこのロールを使用しますAWS 
DMS。詳細については、「??? (p. 398)」を参照してください。

次の例は、AWS DMSすべてのエンドポイントに DynamoDB テーブルへのアクセスを許可する IAM ロー
ルに設定された、混乱した代理条件を含む信頼ポリシーを示しています。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "dms.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "AWS:SourceAccount": "your_account_id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "AWS:SourceArn": "arn:aws:dms:your_region:your_account_id:endpoint:*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS の AWS Database Migration Service 管理ポリ
シー

ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

IAM AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy エンティティにアタッチすることはできません。このポ
リシーは、ユーザーに代わってAWS DMS Fleet がアクションを実行することを許可する、サービスに
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リンクされたロールにアタッチされます。詳細については、「のサービスにリンクされたロールの使
用 (p. 674)」を参照してください。

このポリシーは、AWS DMS Fleet Advisor が Amazon CloudWatch メトリクスを公開できるようにする権
限を寄稿者に付与します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• cloudwatch-プリンシパルがメトリクスのデータポイントを Amazon CloudWatch に発行することを許
可します。この権限は、AWS DMS CloudWatch フリートアドバイザーがデータベースメトリックを含
むグラフを表示するために必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Resource": "*", 
        "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "cloudwatch:namespace": "AWS/DMS/FleetAdvisor" 
            } 
        } 
    }
}

AWS DMS マネージドポリシーの AWS 更新

このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS DMS マネージドポリシーの更新に
関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、AWS DMS [Document history] 
(ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy (p. 689)
- 新しいポリシー

AWS DMSFleet Advisor は、指
標データポイントを Amazon 
に公開することを許可する新
しいポリシーを追加しました 
CloudWatch。

2023 年 3 月 6 日

AWS DMS は変更の追跡を開始
しました

AWS DMS が AWS マネージドポ
リシーの変更の追跡を開始しま
した。

2023 年 3 月 6 日
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AWS Database Migration Service のコンプライアン
ス検証

サードパーティーの監査員は、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一環として AWS Database 
Migration Service のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これには次のものが含まれます：

• SOC
• PCI
• ISO
• FedRAMP
• DoD CC SRG
• HIPAA BAA
• MTCS
• CS
• K-ISMS
• ENS High
• OSPAR
• HITRUST CSF

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライアン
スプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」をご参照ください。一般的な情報については、「AWS 
コンプライアンスプログラム」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「でレポートをダウンロードするでレポートをダウンロードするでレポートをダウンロードするAWSでレ
ポートをダウンロードする

AWS DMS を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプラ
イアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンスに役立つ以
下のリソースを提供しています。

• (セキュリティ＆コンプライアンス クイックリファレンスガイド) の「Security and compliance quick 
start guides」(セキュリティ＆コンプライアンス クイックリファレンスガイド) – これらのデプロイガイ
ドには、アーキテクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置い
たベースライン環境をデプロイするためのステップが記載されています。

• 「Architecting for HIPAA security and compliance」ホワイトペーパー-このホワイトペーパーは、企業が
AWSを使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

• AWS コンプライアンスのリソース – このワークブックおよびガイドのコレクションに、お客様の業界と
拠点に当てはまるものがあるかもしれません。

• AWS Config - この AWS サービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリ
ソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub - この AWS サービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、セ
キュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。
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AWS Database Migration Service での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。

AWS のリージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」をご参照ください。

AWSグローバルインフラストラクチャに加え、AWS DMSは、Multi-AZ Multi-AZオプションを選択した場
合、マルチ AZ 配置を使用するレプリケーション インスタンスに高可用性およびフェイルオーバーにも対
応します。

マルチ AZ 配置では、AWS DMS は異なるアベイラビリティーゾーンにレプリケーション インスタンスの
スタンバイ レプリカを自動的にプロビジョニングして維持します。プライマリレプリケーション インスタ
ンスは、同期的にスタンバイレプリカにレプリケートされます。プライマリレプリケーション インスタン
スに障害が発生するか、応答しない場合、スタンバイ状態で中断時間をできる限り抑えて、実行中のタス
クを再開します。プライマリはその状態を常にスタンバイにレプリケーションしているため、マルチ AZ 
配置ではパフォーマンス上のオーバーヘッドが発生します。

マルチ AZ 配置の使用については、「AWS DMS レプリケーション インスタンスを使用する (p. 125)」を
ご参照ください。
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AWS Database Migration Service でのインフラスト
ラクチャセキュリティ

マネージドサービスである AWS Database Migration Service は、ホワイトペーパー「Amazon Web 
Services のセキュリティプロセスの概要」に記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティ
の手順で保護されています。

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS DMS にアクセスします。クライアン
トで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。また、Ephemeral 
Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy 
(PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があります。これらのモード
は、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパル
に関連付けられているシークレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、AWS 
Security Token Service (AWS STS) を使用して、一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名
することもできます。

これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、AWS DMS で
はリソースベースのアクセスポリシーにも対応し、これには例えば送信元 IP アドレスに基づくアクション
の制限も含めることができます。また、AWS DMS ポリシーを使用して、特定の Amazon VPC エンドポイ
ントまたは特定のVirtual Private Cloud (VPC) からのアクセスを制御することもできます。これにより、実
質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からの特定の AWS DMS リソースへのネットワークアクセス
が分離されます。AWS DMS でリソースベースのポリシーを使用する方法の詳細については、「リソース
名とタグを使用したファイングレインアクセスコントロール (p. 695)」をご参照ください。

AWS DMS との通信を単一の VPC 内に限定するには、AWS PrivateLink を通して AWS DMS に接続でき
る VPC インターフェイスエンドポイントを作成します。AWS PrivateLink は AWS DMS への呼び出しを
確実にするのに役立ち、関連付けられた結果は、インターフェイスエンドポイントが作成される特定の 
VPC に限定されたままとなります。次に、このインターフェイスエンドポイントの URL を AWS CLI また
は SDK を使用して実行する、すべての AWS DMS コマンドでオプションとして指定できます。これによ
り、AWS DMS との通信全体は VPC に限定されたままとなり、それ以外は公開インターネットから見え
なくなります。

単一の VPC 内の DMS にアクセスするためのインターフェイスエンドポイントを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。これにより、[Create 
endpoints] (エンドポイントの作成) ページが開き、VPC から AWS DMS にインターフェイスエンドポ
イントを作成できます。

3. AWSサービスを選択してから、「サービス名」の値を検索して選択します。この場合はAWS DMS、
次の形式を使用します。

com.amazonaws.region.dms

ここで、region は例えば com.amazonaws.us-west-2.dms のような AWS DMS が実行されてい
る AWS リージョンを指定します。

4. [VPC] では、例えば vpc-12abcd34 のように VPC から作成するインターフェイス エンドポイントを
選択します。

5. [Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン) と [Subnet ID] (サブネット ID) の値を選択します。
これらの値は選択した AWS DMS エンドポイントが実行可能な場所 (例えば us-west-2a (usw2-
az1) や subnet-ab123cd4) を示す必要があります。
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6. [Enable DNS name] (DNS 名を有効化) を選択して、DNS 名でエンドポイントを作成します。
この DNS 名は、ランダムな文字列 (ab12dc34) とハイフンでつながれたエンドポイント ID 
(vpce-12abcd34efg567hij) からなります。これらは、ドットで区切られた逆の順序でドットに
よって、追加された vpce (dms.us-west-2.vpce.amazonaws.com) とサービス名から区切られま
す。

例: vpce-12abcd34efg567hij-ab12dc34.dms.us-west-2.vpce.amazonaws.com。
7. [Security group] (セキュリティグループ) では、エンドポイントに使用するグループを選択します。

セキュリティグループを設定する際、そのグループ内からのアウトバウンド HTTPS コールを許可す
るようにしてください。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「セキュリティグループ作
成」をご参照ください。

8. [Full Access] (完全アクセス) またはカスタム値を [Policy] (ポリシー) で選択します。例えば、エンドポ
イントの特定のアクションとリソースへのアクセスを制限する、次のようなカスタムポリシーを選択
できます。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": "dms:*", 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*", 
      "Principal": "*" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "dms:ModifyReplicationInstance", 
        "dms:DeleteReplicationInstance" 
      ], 
      "Effect": "Deny", 
      "Resource": "arn:aws:dms:us-west-2:<account-id>:rep:<replication-instance-id>", 
      "Principal": "*" 
    } 
  ]
}

ここのサンプルポリシーでは、特定のレプリケーションインスタンスの削除または変更を除き AWS 
DMS API コールを許可します。

ステップ 6 でオプションとして作成した DNS 名を使用して形成された URL を指定できるようになりまし
た。すべての AWS DMS CLI コマンドまたは API オペレーションにこれを指定し、作成したインターフェ
イスエンドポイントを使用してサービスインスタンスにアクセスします。例えば、以下に示すように、こ
の VPC で DMS CLI コマンド DescribeEndpoints を実行することが可能です。

$ aws dms describe-endpoints --endpoint-url https://vpce-12abcd34efg567hij-ab12dc34.dms.us-
west-2.vpce.amazonaws.com

プライベート DNS オプションを有効にすると、エンドポイント URL をリクエストに指定する必要はあり
ません。

VPC インターフェイスエンドポイントの作成と使用 (プライベート DNS オプションの有効化を含む) 
の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」をご参照ください。
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リソース名とタグを使用したファイングレインアク
セスコントロール

Amazon リソースネーム (ARN) に基づくリソース名とリソースタグを使用して、AWS DMS リソースへの
アクセスを管理できます。これを行うには、許可されたアクションを定義するか、条件ステートメントを 
IAM ポリシーに含めます。

リソース名を使用したアクセスの制御
IAM ユーザーアカウントを作成し、AWS DMS リソースの ARN に基づいてポリシーを割り当てることが
できます。

次のポリシーでは、ARN arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV を使用し
て、AWS DMS レプリケーション インスタンスへのアクセスを拒否します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dms:*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV" 
        } 
    ]
}                 
             

たとえば、このポリシーが有効になっていると、次のコマンドは失敗します。

$ aws dms delete-replication-instance  
   --replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV"

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteReplicationInstance  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:DeleteReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV

$ aws dms modify-replication-instance  
   --replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV"

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the ModifyReplicationInstance  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:ModifyReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV 
             

AWS DMS エンドポイントとレプリケーションタスクへのアクセスを制限する IAM ポリシーを指定するこ
ともできます。

以下のポリシーでは、エンドポイントの ARN を使用して AWS DMS エンドポイントへのアクセスを制限
します。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dms:*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNHOA6XRQSZCUGX" 
        } 
    ]
}                 
             

たとえば、次のコマンドは、エンドポイントの ARN を使用するポリシーが有効になっていると失敗しま
す。

$ aws dms delete-endpoint  
   --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNHOA6XRQSZCUGX"

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteEndpoint operation:  
User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: 
 dms:DeleteEndpoint  
on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNHOA6XRQSZCUGX

$ aws dms modify-endpoint  
   --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNHOA6XRQSZCUGX"      

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the ModifyEndpoint operation:  
User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: 
 dms:ModifyEndpoint  
on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNHOA6XRQSZCUGX 
             

以下のポリシーでは、タスクの ARN を使用して AWS DMS タスクへのアクセスを制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dms:*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:UO3YR4N47DXH3ATT4YMWOIT" 
        } 
    ]
}                 
             

たとえば、次のコマンドは、タスクの ARN を使用するポリシーが有効になっていると失敗します。

$ aws dms delete-replication-task  
   --replication-task-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:UO3YR4N47DXH3ATT4YMWOIT"

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteReplicationTask 
 operation:  
User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: 
 dms:DeleteReplicationTask  
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on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:UO3YR4N47DXH3ATT4YMWOIT 
             

タグを使用したアクセスへのコントロール
AWS DMS は、お客様が定義するポリシーで利用できる一般的なキーと値ペアのセットを定義します。
それ以外のタグ付けの要件はありません。AWS DMS リソースのタグ付けの詳細については、「AWS 
Database Migration Service でのリソースへのタグ付け (p. 642)」をご参照ください。

以下のリストは、AWS DMS で使用できる標準タグを示しています。

• aws:CurrentTime — リクエストの日付と時刻を表し、時間的基準に基づいてアクセスを制限できます。
• aws:EpochTime — このタグは上記の aws:: — このタグは上記の aws:: —CurrentTime このタグは上記の 

aws:: — このタグは上記の aws::: — このタグは上記の aws:: — このタグは上記の aws:: — このタグは
上記の aws:: — このタグは上記の aws::

• aws:MultiFactorAuthPresent — これはリクエストが多要素認証を介して署名されたかどうかを示すブー
ルタグです。

• aws:MultiFactorAuthAge — 多要素認証トークンの有効期限 (秒単位) へのアクセスを提供します。
• aws:principaltype - 現在のリクエストに対するプリンシパルのタイプ (ユーザー、アカウント、フェデ

レーティッドユーザーなど) へのアクセスを提供します。
• aws:SourceIp — リクエストを発行するユーザーのソース IP アドレスを表します。
• aws:UserAgent — リソースをリクエストしているクライアントアプリケーションに関する情報を提供し

ます。
• aws:userid – リクエストを発行しているユーザーの ID へのアクセスを提供します。
• aws:username – リクエストを発行しているユーザーの名前へのアクセスを提供します。
• dms:InstanceClass — レプリケーションインスタンスホストのコンピューティングサイズへのアクセス

を提供します。
• dms:StorageSize — ストレージボリュームサイズ (GB) へのアクセスを提供します。

独自のタグを定義することもできます。カスタマー定義のタグは、AWS のタグ付けサービスに保持される
シンプルなキー値ペアです。このタグを AWS DMS リソース (レプリケーション インスタンス、エンドポ
イント、タスクを含む) に追加できます。これらのタグはポリシーの IAM「条件」ステートメントを使用
してマッチングされ、特定の条件付きタグを使用して参照されます。タグキーにはプレフィックスとして
「dms」、リソースタイプ、および「tag」が付きます。以下にタグ形式を示します。

dms:{resource type}-tag/{tag key}={tag value}

たとえば、タグ「stage=production」を含むレプリケーション インスタンスに対してのみ API コールの成
功を許可するポリシーを定義するとします。次の条件ステートメントは、指定されたタグを持つリソース
に一致します。

"Condition":
{ 
    "streq": 
        { 
            "dms:rep-tag/stage":"production" 
        }
}

次のタグを、このポリシー条件に一致するレプリケーション インスタンスに追加します。

stage production
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AWS DMS リソースに既に割り当てられているタグに加えて、特定のリソースに適用できるタグキーと値
を制限するポリシーを記述することもできます。この場合、タグのプレフィックスは「req」です。

たとえば、次のポリシーステートメントは、ユーザーが特定のリソースに割り当てることができるタグ
を、許可される値の特定のリストに制限します。

 "Condition":
{ 
    "streq": 
        { 
            "dms:rep-tag/stage": [ "production", "development", "testing" ] 
        }
}             

以下のポリシー例では、リソースタグに基づいて AWS DMS リソースへのアクセスを制限します。

次のポリシーでは、タグの値が「Desktop」、タグキーが「Env」のレプリケーション インスタンスへの
アクセスを制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dms:*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "dms:rep-tag/Env": [ 
                        "Desktop" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
             

次のコマンドは、タグの値が「Desktop」で、タグキーが「Env」の場合にアクセスを制限する IAM ポリ
シーに基づいて、成功または失敗します。

$ aws dms list-tags-for-resource  
   --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DHOU7JOJYOJXWDOZNFEN  
   --endpoint-url http://localhost:8000                                    
{ 
    "TagList": [ 
        { 
            "Value": "Desktop",  
            "Key": "Env" 
        } 
    ]
}

$ aws dms delete-replication-instance  
   --replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DHOU7JOJYOJXWDOZNFEN"
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteReplicationInstance  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
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dms:DeleteReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:46DHOU7JOJYOJXWDOZNFEN

$ aws dms modify-replication-instance  
   --replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DHOU7JOJYOJXWDOZNFEN"  

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the ModifyReplicationInstance  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:ModifyReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:46DHOU7JOJYOJXWDOZNFEN

$ aws dms add-tags-to-resource  
   --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DHOU7JOJYOJXWDOZNFEN  
   --tags Key=CostCenter,Value=1234  

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the AddTagsToResource  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:AddTagsToResource on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:46DHOU7JOJYOJXWDOZNFEN

$ aws dms remove-tags-from-resource  
   --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DHOU7JOJYOJXWDOZNFEN  
   --tag-keys Env              

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the RemoveTagsFromResource  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:RemoveTagsFromResource on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:46DHOU7JOJYOJXWDOZNFEN 
             

次のポリシーでは、タグの値が「Desktop」、タグキーが「Env」の AWS DMSエンドポイントへのアクセ
スを制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dms:*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "dms:endpoint-tag/Env": [ 
                        "Desktop" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
             

次のコマンドは、タグの値が「Desktop」で、タグキーが「Env」の場合にアクセスを制限する IAM ポリ
シーに基づいて、成功または失敗します。

$ aws dms list-tags-for-resource  
   --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLFY52344IZWA6I
{ 
    "TagList": [ 
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        { 
            "Value": "Desktop",  
            "Key": "Env" 
        } 
    ]
}

$ aws dms delete-endpoint  
   --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLFY52344IZWA6I"

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteEndpoint  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:DeleteEndpoint on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLFY52344IZWA6I

$ aws dms modify-endpoint  
   --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLFY52344IZWA6I"     

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the ModifyEndpoint  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:ModifyEndpoint on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLFY52344IZWA6I

$ aws dms add-tags-to-resource  
   --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLFY52344IZWA6I  
   --tags Key=CostCenter,Value=1234

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the AddTagsToResource  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:AddTagsToResource on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLFY52344IZWA6I

$ aws dms remove-tags-from-resource  
   --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLFY52344IZWA6I  
   --tag-keys Env

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the RemoveTagsFromResource  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:RemoveTagsFromResource on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLFY52344IZWA6I 
             

次のポリシーでは、タグの値が「Desktop」、タグキーが「Env」のレプリケーションタスクへのアクセス
を制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dms:*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "dms:task-tag/Env": [ 
                        "Desktop" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
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} 
             

次のコマンドは、タグの値が「Desktop」で、タグキーが「Env」の場合にアクセスを制限する IAM ポリ
シーに基づいて、成功または失敗します。

$ aws dms list-tags-for-resource  
   --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
{ 
    "TagList": [ 
        { 
            "Value": "Desktop",  
            "Key": "Env" 
        } 
    ]
}

$ aws dms delete-replication-task  
   --replication-task-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3"

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteReplicationTask  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:DeleteReplicationTask on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3

$ aws dms add-tags-to-resource  
   --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3  
   --tags Key=CostCenter,Value=1234

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the AddTagsToResource  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:AddTagsToResource on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3

$ aws dms remove-tags-from-resource  
   --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3  
   --tag-keys Env

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the RemoveTagsFromResource  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:RemoveTagsFromResource on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3 
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暗号化キーの設定と AWS KMS のアクセス許可の
指定

AWS DMS では、レプリケーション インスタンスによって使用されるストレージと、エンドポイント
の接続情報を暗号化します。レプリケーション インスタンスで使用されるストレージを暗号化するため
に、AWS DMS では AWS アカウントに固有の AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用
します。このキーは、AWS KMS で表示し、管理できます。アカウント (aws/dms) でデフォルトの KMS 
キーを使用できます。あるいは、カスタム KMS キーを作成できます。既存の KMS キーがある場合、暗号
化にそのキーを使用することもできます。

Note

暗号化キーとして使用するカスタムまたは既存の AWS KMS キーは、対称キーである必要があ
ります。AWS DMS では、非対称暗号化キーの使用がサポートされていません。対称キーと非対
称キーの使用詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「https:// 
docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/symmetric-asymmetric.html」をご参照くださ
い。

レプリケーション インスタンスの初回起動時に、 レプリケーション インスタンス作成ページのアドバン
ストセクションで、カスタム KMS キーを選択していない場合は、デフォルトの KMS キー (aws/dms) が
作成されます。デフォルトの KMS キーを使用する場合、移行用の IAM ユーザーアカウントにはアクセス
許可として kms:ListAliases と kms:DescribeKey のみを付与する必要があります。デフォルトの 
KMS キーの使用に関する詳細については、「AWS DMS の使用に必要な IAM アクセス許可 (p. 679)」をご
参照ください。

カスタム KMS キーを使用するには、次のオプションの 1 つを使用して、カスタム KMS キーにアクセス許
可を割り当てます。

• 移行に使用する IAM ユーザーアカウントを、AWS KMS カスタムキーのキー管理者あるいはキーユー
ザーとして追加します。これにより、IAM ユーザーアカウントに必要な AWS KMS 権限が確実に付与さ
れます。このアクションは、AWS DMS を使用するために IAM ユーザーアカウントに付与する IAM の
アクセス許可に追加されます。キーユーザーを許可する詳しい方法については、AWS Key Management 
Service デベロッパーガイド の「KMS キーの使用をユーザーに許可する」をご参照ください。

• カスタム KMS キーに対するキー管理者あるいはキーユーザーとして IAM ユーザーアカウントを追加し
たくない場合、AWS DMS を使用するために IAM ユーザーアカウントに付与する必要がある IAM のア
クセス許可に、次のアクセス許可を追加で付与してください。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:ListAliases", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:ReEncrypt*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
             

AWS DMS には KMS キーエイリアスも使用できます。独自の AWS KMS キーを作成して KMS キーへの
ユーザーアクセスを許可する方法の詳細については、「AWS KMS デベロッパーガイド」をご参照くださ
い。
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KMS キー識別子を指定しない場合、AWS DMS はデフォルトの暗号化キーを使用します。AWS KMS 
は、AWS アカウントの AWS DMS 用にデフォルトの暗号化キーを作成します。AWS アカウントには 
AWS リージョンごとにデフォルトの暗号化キーがあります。

AWS DMS リソースの暗号化に使用される AWS KMS キーを管理するには、AWS Key Management 
Service を使用します。AWS KMS は、安全で可用性の高いハードウェアとソフトウェアを組み合わせて、
クラウド向けに拡張されたキー管理システムを提供します。AWS KMS を使用して、暗号化キーを作成
し、それらのキーの使用方法を制御するポリシーを定義できます。

AWS KMS は AWS Management Console にあります。

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール 
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. AWS KMS キーを操作するには、次のいずれかのオプションを選択します。

• AWS によって作成および管理されるアカウントのキーを表示するには、ナビゲーションペインで 
[AWS マネージドキー] を選択します。

• ユーザーが作成および管理するアカウント内のキーを表示するには、ナビゲーションペインで
[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。

AWS KMS は AWS CloudTrail をサポートしているため、キーの使用を監査して、キーが適切に使用さ
れていることを確認できます。AWS KMS キーは、AWS DMS および対応している AWS のサービス 
(Amazon RDS、Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon EBS など) で使用できます。

また、次の AWS DMS エンドポイントでターゲットデータを暗号化するためだけにカスタム AWS KMS 
キーを作成することができます。

• Amazon Redshift – 詳細については、「Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する AWS KMS 
キーの作成と使用 (p. 354)」をご参照ください。

• Amazon S3 – 詳細については、「Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化する AWS KMS キーの
作成 (p. 375)」をご参照ください。

KMS キーを使用して AWS DMS リソースを作成した後に、リソースの暗号化キーを変更することはでき
ません。AWS DMS リソースを作成する場合は、必ず暗号化キー要件を調べてください。
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AWS Database Migration Service のネットワークセ
キュリティ

AWS Database Migration Service を使用するときに作成するネットワークのセキュリティ要件は、ネット
ワークの設定方法によって異なります。AWS DMS のネットワークセキュリティの一般的なルールは次の
とおりです。

• レプリケーション インスタンスは、ソースとターゲットのエンドポイントにアクセスできる必要があり
ます。レプリケーション インスタンスのセキュリティグループには、データベースポートでデータベー
スエンドポイントへの送信をインスタンスに許可するネットワーク ACL またはルールが必要です。

• データベースエンドポイントには、レプリケーション インスタンスからの受信アクセスを許可するネッ
トワーク ACL およびセキュリティグループルールを含める必要があります。これは、構成に応じて、レ
プリケーション インスタンスのセキュリティグループ、プライベート IP アドレス、パブリック IP アド
レス、または NAT ゲートウェイのパブリックアドレスを使用して実現できます。

• ネットワークで VPN トンネルが使用されている場合、NAT ゲートウェイとして機能する Amazon EC2 
インスタンスは、レプリケーション インスタンスにそのゲートウェイを通じたトラフィックの送信を許
可するセキュリティグループを使用する必要があります。

デフォルトでは、AWS DMS レプリケーション インスタンスにより使用される VPC セキュリティグルー
プに、すべてのポートで 0.0.0.0/0 への送信を許可するルールがあります。このセキュリティグループを
変更するか、独自のセキュリティグループを使用する場合、少なくとも、対応するデータベースポートで
ソースおよびターゲットエンドポイントへの送信が許可される必要があります。

データベース移行に使用できるネットワーク構成には、それぞれ固有のセキュリティ上の考慮事項があり
ます。

• すべてのデータベース移行コンポーネントが 1 つの VPC にある設定 (p. 138) - エンドポイントで使用
されるセキュリティグループは、データベースポートでレプリケーション インスタンスからの進入を許
可する必要があります。レプリケーション インスタンスによって使用されるセキュリティグループでエ
ンドポイントに侵入可能なことを確認するかまたは、エンドポイントにより使用されるセキュリティグ
ループに、レプリケーション インスタンスのプライベート IP アドレスにアクセスを許可するセキュリ
ティルールを作成できます。

• 複数の VPC を使用する設定 (p. 139) - レプリケーション インスタンスで使用されるセキュリティグ
ループには、VPC 範囲とデータベースの DB ポートに関するルールが必要です。

• AWS Direct Connect または VPN を使用した VPC へのネットワークの設定 (p. 140) - VPC からオンプレ
ミス VPN へのトンネルに向かうトラフィックを許可する VPN トンネル。この設定では、特定の IP ア
ドレスまたは範囲に向かうトラフィックを、VPC からオンプレミス VPN へのトラフィックをブリッジ
できるホストに送信するルーティングルールが VPC に含まれています。この場合、レプリケーション 
インスタンスのプライベート IP アドレスまたはセキュリティグループから NAT インスタンスへのトラ
フィックを許可する必要がある独自のセキュリティグループ設定が NAT ホストに含まれています。

• インターネットを使用した VPC へのネットワークの設定 (p. 140) - VPC セキュリティグループに
は、VPC に向かわないトラフィックをインターネットゲートウェイに送信するルーティングルールが含
まれている必要があります。この設定では、エンドポイントへの接続がレプリケーション インスタンス
上のパブリック IP アドレスから行われているように見えます。

• VPC 内にない RDS DB インスタンスで、を使用する VPC 内の DB インスタンスへの設定方法 
ClassicLink (p. 141)-ソースまたはターゲットの Amazon RDS DB インスタンスが VPC 内になく、セ
キュリティグループをレプリケーションインスタンスが存在する VPC と共有していない場合、プロキシ
サーバーを設定し、 ClassicLink を使用してソースおよびターゲットのデータベースに接続できます。

• ソース エンドポイントがレプリケーション インスタンスで使用されている VPC の外にあり、NAT の
ゲートウェイを使用している - 単一の Elastic network interface にバインドされた単一の Elastic IP ア
ドレスを使用してネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイを設定できます。次に、この Elastic 
network interface は NAT 識別子 (nat-#####) を受け取ります。インターネットゲートウェイではなくそ
の NAT ゲートウェイへのデフォルトルートが VPC に含まれている場合、レプリケーション インスタン
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スはインターネットゲートウェイのパブリック IP アドレスを使用してデータベースエンドポイントに接
続しているように見えます。この場合、VPC 外のデータベースエンドポイントへの進入は、レプリケー
ション インスタンスのパブリック IP アドレスではなく NAT アドレスからの進入を許可する必要があり
ます。

• 非 RDBMS エンジンの VPC エンドポイント - AWS DMSは、非 RDBMS エンジンの VPC エンドポイン
トをに対応しません。
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AWS Database Migration Service での SSL の使用
Secure Sockets Layer (SSL) を使用することで、ソースおよびターゲットエンドポイントへの接続を暗号
化できます。これを行うには、AWS DMS マネジメントコンソールまたは AWS DMS API を使用してエ
ンドポイントに証明書を割り当てます。AWS DMS コンソールを使用して証明書を管理することもできま
す。

どのデータベースも同じ方法で SSL を使用しているとは限りません。Amazon Aurora MySQL 互換エディ
ションは、SSL のエンドポイントとして、サーバー名、クラスター内のプライマリ インスタンスのエ
ンドポイントを使用します。Amazon Redshift エンドポイントではすでに SSL 接続が使用されているた
め、AWS DMS によりセットアップされた SSL 接続は必要ありません。Oracle エンドポイントには追加
の手順が必要です。詳細については、「Oracle エンドポイントでの SSL のサポート (p. 182)」をご参照く
ださい。

トピック
• AWS DMS で SSL を使用する場合の制限 (p. 707)
• 証明書の管理 (p. 707)
• MySQL 互換、PostgreSQL、または SQL Server のエンドポイントでの SSL の有効化 (p. 708)

エンドポイントに証明書を割り当てるには、ルート証明書を指定するか、エンドポイントにデプロイさ
れるサーバー SSL 証明書の署名に使用された、ルートに導く (証明書バンドルとして) 中間 CA 証明書
チェーンを指定します。証明書は、PEM 形式の X509 ファイルとしてのみ受け入れられます。証明書を
インポートすると、エンドポイントにその証明書を指定するために使用できる Amazon リソースネーム 
(ARN) を受け取ります。Amazon RDS を使用する場合は、Amazon RDS によってホストされている rds-
combined-ca-bundle.pem ファイルで提供されているルート CA と証明書バンドルをダウンロードでき
ます。このファイルのダウンロード方法については、Amazon RDS ユーザーガイド の「SSL/TLS を使用
した DB インスタンス接続の暗号化」をご参照ください。

SSL 証明書認証に使用する SSL モードは、複数の中から選択できます。

• none – 接続は暗号化されていません。このオプションは安全ではありませんが、必要なオーバーヘッド
が小さくなります。

• require – 接続は SSL (TLS) を使用して暗号化されますが、CA 検証は行われません。このオプションは
安全性が高まりますが、必要なオーバーヘッドが増えます。

• verify-ca – 接続は暗号化されています。このオプションは安全性が高まりますが、必要なオーバーヘッ
ドが増えます。このオプションでは、サーバー証明書が認証されます。

• verify-full – 接続は暗号化されています。このオプションは安全性が高まりますが、必要なオーバーヘッ
ドが増えます。このオプションでは、サーバー証明書が認証され、サーバーのホスト名が証明書のホス
ト名属性と一致することが確認されます。

すべての SSL モードがすべてのデータベースエンドポイントで機能するわけではありません。次の表は、
各データベースエンジンでサポートされている SSL モードを示しています。

DB エンジン なし require verify-ca verify-full

MySQL/MariaDB/
Amazon Aurora MySQL

デフォルト サポート外 サポート対象 サポート対象

Microsoft SQL Server デフォルト サポート対象 サポート外 サポート対象

PostgreSQL デフォルト サポート対象 サポート対象 サポート対象

Amazon Redshift デフォルト SSL が有効でな
い

SSL が有効でな
い

SSL が有効でな
い
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DB エンジン なし require verify-ca verify-full

Oracle デフォルト サポート外 サポート対象 サポート外

SAP ASE デフォルト SSL が有効でな
い

SSL が有効でな
い

サポート対象

MongoDB デフォルト サポート対象 サポート外 サポート対象

Db2 LUW デフォルト サポート外 サポート対象 サポート外

z/OS 用データベース2 デフォルト サポート外 サポート対象 サポート外

Note

DMS コンソールまたは API の SSL モードオプションは、Kinesis や DynamoDB などの一部
のデータ ストリーミングおよび NoSQL サービスには適用されません。これらはデフォルト
で安全なため、DMS は SSL モードの設定が none と等しくなっていることを示します (SSL 
モード=なし)。SSL を使用するために、エンドポイントに追加の設定は必要ありません。例え
ば、Kinesis をターゲット エンドポイントとして使用する場合、デフォルトでセキュリティで保
護されます。Kinesis への API コールはすべて SSL を使用するため、DMS エンドポイントに追加
の SSL オプションは不要です。DMS が Kinesis Data Stream への接続時にデフォルトで使用する 
HTTPS プロトコルを使用して、SSL エンドポイントを介して安全にデータを保存し取得できま
す。

AWS DMS で SSL を使用する場合の制限
AWS DMS で SSL を使用する際の制限事項を次に示します。

• Amazon Redshift ターゲット エンドポイントへの SSL 接続には対応していません。AWS DMS は 
Amazon S3 バケットを使用してデータを Amazon Redshift データベースに転送します。この転送
は、Amazon Redshift によってデフォルトで暗号化されます。

• SSL が有効な Oracle エンドポイントで変更データキャプチャ (CDC) タスクを実行すると、SQL タイム
アウトが発生することがあります。CDC カウンターに想定の数値が反映されないという問題がある場合
は、タスク設定の ChangeProcessingTuning セクションの MinimumTransactionSize パラメータ
に小さい値を設定します。最低値 100 から始めることができます。MinimumTransactionSize パラ
メータの詳細については、「変更処理のチューニング設定 (p. 507)」をご参照ください。

• インポートできる証明書の形式は、.pem 形式および .sso（Oracle ウォレット）形式のみです。
• 場合によっては、サーバーの SSL 証明書が中間認証局 (CA) によって署名されていることがあります。

その場合は、中間 CA からルート CA までの証明書チェーン全体が 1 つの.pem ファイルとしてインポー
トされていることを確認します。

• サーバーで自己署名証明書を使用している場合、SSL モードとして [require] を選択します。require
SSL モードでは、サーバーの SSL 証明書が暗黙的に信頼され、証明書が CA により署名されたかどうか
の検証は試行されません。

証明書の管理
DMS コンソールを使用すると、SSL 証明書を表示および管理できます。DMS コンソールを使用して証明
書をインポートすることもできます。
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MySQL 互換、PostgreSQL、または SQL Server のエ
ンドポイントでの SSL の有効化
新しく作成したエンドポイントまたは既存のエンドポイントに SSL 接続を追加できます。

SSL を使用する AWS DMS エンドポイントを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS 
にアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。データベース移行に必要なアク
セス許可の詳細については、「AWS DMS の使用に必要な IAM アクセス許可 (p. 679)」をご参照くだ
さい。

2. ナビゲーションペインで [Certificates] を選択します。
3. [Import Certificate] を選択します。
4. エンドポイントへの接続の暗号化に使用する証明書をアップロードします。

Note

エンドポイントの作成時や変更時に [Create database endpoint] (データベース エンドポイ
ント作成) ページの[Add new CA certificate] (新規 CA 証明書追加) を選択することにより、 
AWS DMS コンソールを使用して証明書をアップロードすることもできます。
ターゲットとして Aurora サーバーレスの場合は、Aurora サーバーレスでの TLS/SSL の使
用に記載されている証明書を取得します。

5. ステップ 2: ソースとターゲットのエンドポイントを指定する (p. 25)での説明に従って、エンドポイン
トを作成します。

SSL を使用できるように既存の AWS DMS エンドポイントを変更するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。
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IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS にアクセスするための適切なアクセス
許可があることを確認します。データベース移行に必要なアクセス許可の詳細については、「AWS 
DMS の使用に必要な IAM アクセス許可 (p. 679)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインで [Certificates] を選択します。
3. [Import Certificate] を選択します。
4. エンドポイントへの接続の暗号化に使用する証明書をアップロードします。

Note

エンドポイントの作成時や変更時に [Create database endpoint] (データベース エンドポイ
ント作成) ページの[Add new CA certificate] (新規 CA 証明書追加) を選択することにより、 
AWS DMS コンソールを使用して証明書をアップロードすることもできます。

5. ナビゲーションペインで、[Endpoints] を選択し、変更するエンドポイントを選択して [Modify] を選択
します。

6. SSL モードの値を選択します。

[verify-ca] モードまたは [verify-full] モードを選択した場合は、次に示すように、使用する証明書を 
[CA 証明書] に指定します。

7. [変更] を選択します。
8. エンドポイントが変更されている場合は、エンドポイントを選択して [接続のテスト] を選択し、SSL 

接続が機能しているかどうかを調べます。
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ソースおよびターゲットエンドポイントを作成したら、これらのエンドポイントを使用するタスクを
作成します。タスクの作成に関する詳細については、「ステップ 3: タスクを作成してデータを移行す
る (p. 27)」をご参照ください。
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データベースのパスワードの変更
ほとんどの状況では、ソースまたはターゲットエンドポイント用のデータベースのパスワードを変更する
のは簡単です。移行またはレプリケーションタスクで現在使用しているエンドポイント用のデータベース
のパスワードを変更する必要がある場合、そのプロセスは少し複雑になります。以下の手順は、その方法
を示しています。

移行またはレプリケーションタスクでエンドポイント用のデータベースのパスワードを変更する
には

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS にアクセスするための適切なアクセス
許可があることを確認します。必要なアクセス権限の詳細については、「AWS DMS の使用に必要な 
IAM アクセス許可 (p. 679)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインで、[Tasks (タスク)] を選択します。
3. データベースのパスワードを変更するエンドポイントを使用するタスクを選択してから、[Stop] を選

択します。
4. タスクが停止されている間、データベースの操作に使用するネイティブツールを使用して、エンドポ

イント用のデータベースのパスワードを変更できます。
5. DMS マネジメントコンソールに戻り、ナビゲーションペインから [Endpoints] を選択します。
6. パスワードを変更したデータベースのエンドポイントを選択してから、[Modify] を選択します。
7. [Password] ボックスに新しいパスワードを入力し、[Modify] を選択します。
8. ナビゲーションペインから [Tasks] を選択します。
9. 先ほど停止したタスクを選択してから、[Start/Resume] を選択します。
10. タスクを続行する方法に応じて、[Start] または [Resume] のいずれかを選択してから、[Start task] を

選択します。
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AWS Database Migration Service の
クォータ

以下では、AWS Database Migration Service (AWS DMS) でのリソース クォータと命名に関する制約につ
いて説明します。

次のデータベースの最大サイズ AWS DMS が移行可能かは、いくつかの要因によって決まります。これら
には出典環境、出典データベースのデータ ディストリビューション、出典システムがどの程度ビジーかに
よって異なります。

特定のシステムが AWS DMS の候補となるかどうかを調べる最善の方法は、テストすることです。ゆっ
くりとスタートして設定が機能するか確認します。次にいくらか複雑なオブジェクトを追加します。最後
に、テストとして全ロードを試みます。

AWS Database Migration Service のリソース 
クォータ

各 AWS アカウントには AWS リージョン別に、作成可能な AWS DMS リソースの数に適用されるクォー
タがあります。リソースのクォータに達すると、そのリソースを作成するための追加の呼び出しは、失敗
して例外が発生します。

次の表に、AWS リージョンごとの AWS DMS リソースとそのクォータを示します。

リソース デフォルトのクォータ

API リクエストのスロットリング 1 秒あたり最大 200 リ
クエスト数

API リクエストレートのリフレッシュレート 1 秒あたり8リクエスト

ユーザーごとのレプリケーションインスタンス 60

レプリケーション インスタンスの合計ストレージ容量 30 TB

ユーザーごとのイベントサブスクリプション 60

ユーザーごとのレプリケーションサブネットグループ 60

レプリケーション サブネット グループあたりのサブネット 60

ユーザーごとのエンドポイント 1,000

レプリケーション インスタンスあたりのエンドポイント 100

ユーザーごとの仕事 600

レプリケーション インスタンスごとのタスク 200

ユーザーごとの証明書 100

ユーザーごとのデータプロバイダー 1,000
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リソース デフォルトのクォータ

ユーザーごとのインスタンスプロファイル 60

ユーザーアカウントごとの移行プロジェクト 10

ユーザーアカウントあたりの DMS データコレクター 10

一度に生成されるターゲットレコメンデーション 100

DMS データコレクターが 1 時間あたりにアップロードできるファイル数 500

API リクエストのスロットリング クォータとリフレッシュレートの詳細については、「API リクエストの
スロットリングについて把握する (p. 713)」をご参照ください。

ストレージのクォータ 30 TB は、特定の AWS リージョン内のAWS DMS レプリケーション インスタンス
すべてに適用されます。ターゲットとソースの同期が間に合わない場合に変更をキャッシュするためや、
ログ情報を保存するために、このストレージは使用されます。

API リクエストのスロットリングについて把握する
AWS DMS は、1 秒あたり 100 個の API コールという、さまざまな API リクエスト クォータに対応し
ますが、最大 API リクエスト クォータに対応します。つまり、API リクエストがこのレートを超える
と、API リクエストがスロットリング調整されます。また、別の API リクエストを行う前にクォータの更
新に AWS DMS でかかる時間に応じて、1 秒あたりの API コール数を減らすこともできます。このクォー
タは、API コールを直接行う場合と、AWS DMS マネジメントコンソールを使用する一環としてAPI コー
ルがユーザーの代わりに行われる場合の両方に適用されます。

API リクエストのスロットリングがどのように機能するかは、AWS DMS が API リクエストを追跡する
トークン バケットを保持することを想像すると理解しやすいです。このシナリオでは、バケット内の各
トークンで単一の API コールを行うことができます。バケットには 100 個以下のトークンを一度に追加で
きます。API コールを行うと AWS DMS はバケットから 1 つのトークンを削除します。100 個の API コー
ルを 1 秒未満で実行すると、バケットは空になり、別の API コールを行う試みは失敗します。API コー
ルを行わない一秒ごとに、AWS DMS はバケットに最大 100 トークンを限界に 4 つのトークンを追加し
ます。これは、AWS DMS API リクエストのリフレッシュレートです。スロットリング後はいつでも、バ
ケットにトークンを追加すると、呼び出しが再びスロットリングされるまで、トークンと同じ数の追加の 
API コールを使用できます。

AWS CLI を使用してスロットリングされた API コールを実行いる場合は AWS DMS が次のようなエラー
を返します：

An error occurred (ThrottlingException) when calling the AwsDmsApiCall operation (reached 
 max retries: 2): Rate exceeded

ここで AwsDmsApiCall はスロットルされた AWS DMS API オペレーションの名前たとえ
ば、DescribeTableStatistics です。その後、スロットリングを回避するために、十分な遅延後に再
試行するか、別の呼び出しを行うことができます。

Note

Amazon EC2 などの他のサービスによって管理される API リクエストスロットリングとは異な
り、AWS DMS によって管理される API リクエスト　スロットリング クォータの増加を注文する
ことはできません。
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AWS Database Migration Service で
の移行タスクのトラブルシューティ
ング

以下では、AWS Database Migration Service (AWS DMS) での問題のトラブルシューティングに関するト
ピックを見つけることができます。これらのトピックは、AWS DMS とを選択したエンドポイント データ
ベースの両方を使用して一般的な問題を解決するのに役立ちます。

AWS Support ケースがあれば、サポートエンジニアが、エンドポイント データベース構成の 1 つに関す
る潜在的な問題を特定できることもあります。エンジニアが、データベースに関する診断情報を返すため
のサポート スクリプトを実行するように頼む場合もあります。タスク設定ファイルを使用してタスク設定
を設定する方法については、「AWS DMS での診断サポート スクリプトの操作 (p. 736)」をご参照くだ
さい。

トピック
• 移行タスクの実行が遅い (p. 715)
• タスクのステータスバーが動かない (p. 715)
• タスクは完了しましたが、何も移行されませんでした (p. 715)
• 外部キーとセカンダリ インデックスが見つからない (p. 716)
• AWS DMS CloudWatch ログを作成しない (p. 716)
• Amazon RDS への接続で問題が発生する (p. 716)
• ネットワーキングに関する問題の発生 (p. 717)
• 全ロード後、CDC が停止する (p. 717)
• タスク再開時のプライマリ キー制約違反エラー (p. 718)
• スキーマの初回ロードが失敗する (p. 718)
• 不明なエラーが発生してタスクが失敗する (p. 718)
• タスクを再開するとテーブルが最初からロードされる (p. 718)
• タスクあたりのテーブル数が問題の原因の問題 (p. 718)
• LOB 列でプライマリ キーが作成されたときにタスクが失敗する (p. 719)
• プライマリ キーのないターゲットテーブル上の重複レコード (p. 719)
• 予約済み IP 範囲の送信元エンドポイント (p. 719)
• Amazon Athena クエリでタイムスタンプが文字化けする (p. 719)
• Oracle に関する問題のトラブルシューティング (p. 720)
• MySQL に関する問題のトラブルシューティング (p. 725)
• PostgreSQL に関する問題のトラブルシューティング (p. 729)
• Microsoft SQL Server 問題のトラブルシューティング (p. 731)
• Amazon Redshift に関する問題のトラブルシューティング (p. 733)
• Amazon Aurora MySQL に関する問題のトラブルシューティング  (p. 734)
• SAP ASE に関する問題のトラブルシューティング (p. 735)
• IBM Db2 に関する問題のトラブルシューティング (p. 735)
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• AWS DMS での診断サポート スクリプトの操作 (p. 736)
• AWS DMS診断サポート AMI との連携  (p. 744)

移行タスクの実行が遅い
移行タスクの実行が遅くなる、または後続のタスクの実行が初期タスクより遅くなる原因として、いくつ
かの問題が考えられます。

移行タスクの実行が遅くなる最も一般的な原因は、AWS DMS のレプリケーション インスタンスに割り当
てられているリソースが不十分であることです。レプリケーション インスタンスの CPU およびメモリ、
スワップファイル、 IOPS の使用率をチェックし、インスタンスのリソースが実行中のタスクのために十
分であることを確認します。例えば、エンドポイントとしての Amazon Redshift の複数のタスクは I/O 集
約型です。レプリケーションのインスタンスに対して IOPS を増やすか、より効率的に移行するためにレ
プリケーションの複数のインスタンス間で作業を分割できます。

レプリケーションのインスタンスサイズの決定に関する詳細については、「レプリケーションインスタン
ス用に最適なサイズを選択する (p. 132)」をご参照ください。

以下を実行すると、初期の移行のロードがスピードアップします。

• ターゲットが Amazon RDS DB インスタンスの場合、Multi-AZ がターゲット DB インスタンスに対して
有効でないことを確認します。

• ロード中の自動バックアップまたはターゲットデータベースでのログ作成をオフにし、移行が完了した
らこれらの機能をオンに戻します。

• プロビジョンド IOPS がターゲットで利用可能な場合は、この機能を使用します。
• 移行データに LOB が含まれる場合は、タスクが LOB 移行のために最適化されていることを確認しま

す。LOB 用の最適化の詳細については、「ターゲットメタデータのタスク設定 (p. 493)」をご参照くだ
さい。

タスクのステータスバーが動かない
タスクのステータスバーで、タスクの進捗状況を予測できます。この予測の正確さはソースデータベース
のテーブル統計の正確さによって異なります。テーブル統計が正確であればあるほど、正確に予測できま
す。

予測された行の統計がないテーブルが 1 つだけのタスクでは、AWS DMS はどのような種類であっても完
了率の予測を提供できません。この場合、タスクのステータスと、ロードされた行の表示を使って、タス
クが実際に実行されて進行していることを確認できます。

タスクは完了しましたが、何も移行されませんでし
た

タスクの完了後に何も移行されなかった場合は、次の操作を実行します。

• エンドポイントを作成したユーザーが、移行するテーブルへの読み取りアクセス権を持っているかどう
かを確認します。

• 移行するオブジェクトがテーブルであるかどうかを確認します。ビューの場合は、テーブルマッピング
を更新し、オブジェクトロケータを[view](ビュー) または[all](すべて) として指定します。詳細について
は、「 コンソールからテーブル選択および変換を指定する (p. 534)」を参照してください。
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外部キーとセカンダリ インデックスが見つからな
い

AWS DMS によって、テーブル、プライマリ キー、場合によっては一意のインデックスが作成されます
が、ソースからデータを効率的に移行するために必要ではない他のオブジェクトは作成されません。たと
えば、セカンダリインデックス、非プライマリキーの制約、データデフォルトは作成されません。

データベースからセカンダリオブジェクトを移行するには、ソースデータベースと同じデータベースエン
ジンに移行中の場合、データベースのネイティブツールを使用します。ソースデータベースで使用したも
のと異なるデータベースエンジンへ移行中の場合、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して
セカンダリオブジェクトを移行します。

AWS DMS CloudWatch ログを作成しない
CloudWatch レプリケーションタスクでログが作成されない場合は、dms-cloudwatch-logs-roleアカ
ウントにそのロールがあることを確認してください。このロールが存在しない場合は、次の手順を実行し
て作成してください。

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。

2. 「ロール」タブを選択します。[ロールの作成] を選択します。
3. 「信頼済みエンティティの種類を選択」セクションで、を選択しますAWS のサービス。
4. 「ユースケースの選択」セクションで、「DMS」を選択します。
5. [Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。
6. AmazonDMSCloudWatchLogsRole検索フィールドに入力し、AmazonDMSCloudWatchLogsRole の

横にあるボックスにチェックを入れます。これにより、AWS DMS CloudWatchアクセス権限が付与さ
れます。

7. [Next: Tags] (次のステップ: タグ) を選択します。
8. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
9. [ロール名]dms-cloudwatch-logs-role に入力します。この名前では、大文字と小文字が区別され

ます。
10. [ロールの作成] を選択します。

Amazon RDS への接続で問題が発生する
ソースまたはターゲットとして設定した Amazon RDS DB インスタンスに接続できない理由は複数考えら
れます。チェックすべき項目：

• ユーザー名とパスワードの組み合わせが正しいことを確認します。
• インスタンス用に Amazon RDS コンソールに表示されるエンドポイント値が AWS DMS エンドポイン

トを作成するのに使用したエンドポイント識別子と同じであることを確認します。
• インスタンス用に Amazon RDS コンソールで表示されるポート値が AWS DMSエンドポイントに割り

当てられたポートと同じであることを確認します。
• Amazon RDS DB インスタンスに割り当てられたセキュリティグループが、AWS DMS のレプリケー

ションのインスタンスからの接続を許可することを確認します。
• AWS DMS のレプリケーション インスタンスと Amazon RDS DB インスタンスが同じ仮想プライベー

トクラウド (VPC) にない場合は、DB インスタンスがパブリックにアクセス可能であることを確認しま
す。
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エラーメッセージ: スレッドの接続文字列が正しくあ
りません。正しくないスレッド値「0」
エンドポイントへの接続をテストしているとき、このエラーが頻繁に発生します。このエラーは、接続文
字列にエラーがあることを示します。例えば、ホスト IP アドレスの後ろにスペースがあります。もう一つ
は、接続文字列にコピーされた不正な文字です。

ネットワーキングに関する問題の発生
最も一般的なネットワーキング問題には、AWS DMS のレプリケーションのインスタンスによって使用さ
れる VPC のセキュリティグループが関係しています。デフォルトでは、このセキュリティグループではす
べてのポートの 0.0.0.0/0 からの送信を許可するルールがあります。多くの場合、このセキュリティグルー
プを変更するか、独自のセキュリティグループを使用します。その場合は、少なくとも、それぞれのデー
タベースポート上のソース エンドポイントとターゲット エンドポイントに出力を与えるようにしてくださ
い。

その他の設定関連の問題には、次のようなものがあります：

• [Replication instance and both source and target endpoints in the same VPC] (レプリケーション インス
タンスと、ソースとターゲット両方のエンドポイントが同じ VPC 内にある) - エンドポイントが使用す
るセキュリティグループはレプリケーション インスタンスからのデータベースポートへの受信を許可す
る必要があります。レプリケーション インスタンスによって使用されるセキュリティグループにエンド
ポイントへの入力があることを確認します。または、レプリケーション インスタンスのプライベート IP 
アドレスへのアクセスを許可するエンドポイントによって使用されるセキュリティグループにルールを
作成できます。

• [Source endpoint is outside the VPC used by the replication instance (using an internet gateway)] (ソー
スエンドポイントがレプリケーション インスタンス (インターネットゲートウェイを使用) が使用する 
VPC の外部にある) - VPC セキュリティグループは VPC 宛てでないトラフィックをインターネットゲー
トウェイに送信するルーティングルールを含む必要があります。この設定では、エンドポイントへの接
続がレプリケーション インスタンス上のパブリック IP アドレスから行われているように見えます。

• [Source endpoint is outside the VPC used by the replication instance (using a NAT gateway)] (ソースエ
ンドポイントがレプリケーションインスタンスで使用されている VPC の外にあり、NAT のゲートウェ
イを使用している) - 単一の Elastic network interface にバインドされた単一の Elastic IP アドレスを使用
してネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイを設定します。この NAT ゲートウェイは NAT 識別
子 (nat-#####) を受け取ります。

場合によっては、インターネットゲートウェイではなく、その NAT ゲートウェイへのデフォルトルート
が VPC に含まれていることがあります。このような場合、レプリケーション インスタンスは NAT ゲー
トウェイのパブリック IP アドレスを使用してデータベース エンドポイントに接続しているように見え
ます。この場合、VPC 外のデータベース エンドポイントへの進入は、レプリケーション インスタンス
のパブリック IP アドレスではなく NAT アドレスからの進入を許可する必要があります。

独自のオンプレミス ネームサーバーの使用については、「 独自のオンプレミスネームサーバーの使
用 (p. 114)」をご参照ください。

全ロード後、CDC が停止する
複数の AWS DMS 設定が互いに競合すると、全ロード移行後に、レプリケーション変更が遅くなるか停止
することがあります。

例えば、[Target table preparation mode](ターゲットテーブル作成モード) パラメータが [Do nothing](何
もしない)または[Truncate](切り詰め) に設定されているとします。この場合、AWS DMS が、プライマリ 
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キーと一意なインデックスの作成を含め、ターゲットテーブルでのセットアップを行わないようにしまし
た。ターゲットテーブルでプライマリ キーまたは固有キーを作成していない場合、AWS DMS は更新プロ
グラムごとに、テーブル全体のスキャンを行います。このアプローチは、パフォーマンスに大きな影響を
与える可能性があります。

タスク再開時のプライマリ キー制約違反エラー
このエラーは、以前の移行タスクからのターゲットデータベースにデータが残っている場合に発生する
ことがあります。[Target table preparation mode] (ターゲットテーブル作成モード) パラメータが [Do 
nothing](何もしない) に設定されている場合、AWS DMS は以前のタスクから挿入されたデータの削除を含
め、ターゲットテーブルの準備を行いません。

タスクを再開し、これらのエラーを回避するために、タスクの以前の実行からターゲットテーブルに挿入
される行を削除する必要があります。

スキーマの初回ロードが失敗する
場合によっては、スキーマの初期ロードがエラー Operation:getSchemaListDetails:errType=, 
status=0, errMessage=, errDetails= で失敗することがあります。

このような場合、AWS DMS によって使用されるユーザー アカウントがソース エンドポイントに接続する
には、必要なアクセス許可がありません。

不明なエラーが発生してタスクが失敗する
不明なタイプのエラーの原因はさまざまです。ただし、多くの場合、問題には AWS DMS に割り当てられ
たレプリケーション インスタンスリソースが不十分です。

レプリケーション インスタンスの CPU およびメモリ、スワップファイル、 IOPS の使用率をチェック
し、インスタンスのリソースが移行を実行するために十分であることを確認します。モニタリングの詳細
については、「AWS Database Migration Service のメトリクス (p. 606)」をご参照ください。

タスクを再開するとテーブルが最初からロードされ
る

AWS DMS は、テーブルの初回ロードを完了しなかった場合、テーブルのロードを最初から再開します。
タスクが再起動されると、AWS DMSは、最初のロードが完了しなかったときに、テーブルを最初からリ
ロードします。

タスクあたりのテーブル数が問題の原因の問題
レプリケーション タスクあたりのテーブル数に制限はありません。ただし、経験則として、タスク内の
テーブルの数を 60,000 個未満に制限することをお勧めします。1 つのタスクが 60,000 個超のテーブルを
使用すると、多くの場合リソース使用がボトルネックになることがあります。
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LOB 列でプライマリ キーが作成されたときにタス
クが失敗する

FULL LOB モードまたは LIMITED LOB モードでは、AWS DMS は LOB データ型のプライマリ キーのレ
プリケーションをサポートしません。

DMS は、最初に LOB 列が NULL である行を移行し、後で LOB 列を更新します。したがって、LOB 列に
プライマリキーが作成されると、プライマリキーを NULL にできないため、最初の挿入は失敗します。回
避方法として、別の列をプライマリ キーとして追加し、LOB 列からプライマリ キーを削除します。

プライマリ キーのないターゲットテーブル上の重
複レコード

全ロードと CDC タスクを実行すると、プライマリ キーまたは一意のインデックスがないターゲットテー
ブルに重複レコードを作成できます。全ロードと CDC タスク中にターゲットテーブルでレコードが重複
しないようにするには、ターゲットテーブルにプライマリ キーまたは一意のインデックスがあることを確
認してください。

予約済み IP 範囲の送信元エンドポイント
AWS DMS ソースデータベースが 192.168.0.0/24 の予約済み IP 範囲内の IP アドレスを使用している場
合、ソースエ ンドポイント接続テストは失敗します。次のステップは、考えられる回避方法を提供しま
す：

1. 192.168.0.0/24 のソースデータベースと通信できる予約済み範囲外の Amazon EC2 インスタンスを見つ
けます。

2. socat プロキシをインストールして実行します。例を以下に示します。

yum install socat 
                 
socat -d -d -lmlocal2 tcp4-listen:database port,bind=0.0.0.0,reuseaddr,fork 
 tcp4:source_database_ip_address:database_port
&

EC2 インスタンスの IP アドレスと、上記の AWS DMS エンドポイント用のデータベースポートを使用し
ます。エンドポイントに、AWS DMS がデータベースポートで通信できるようにするセキュリティグルー
プがあることを確認してください。

Amazon Athena クエリでタイムスタンプが文字化
けする

Athena クエリでタイムスタンプが文字化けする場合は、AWS Management ConsoleModifyEndpointまた
はアクションを使用して Amazon S3parquetTimestampInMillisecond エンドポイントの値をに設定
しますtrue。詳細については、[S3Settings] (S3設定)をご参照ください。

719

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/APIReference/API_ModifyEndpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/APIReference/API_S3Settings.html


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
Oracle に関する問題のトラブルシューティング

Oracle に関する問題のトラブルシューティング
以下では、AWS DMS を Oracle データベースと使用する際に固有の問題のトラブルシューティングについ
て学習できます。

トピック
• ビューからデータを取得する (p. 720)
• Oracle 12c から LOB を移行する (p. 720)
• Oracle LogMiner と Binary Reader の切り替え (p. 720)
• エラー: Oracle CDC は停止しました。122301 Oracle CDC の最大再試行カウンターを超えまし

た。 (p. 721)
• Oracle ソース エンドポイントにサプリメンタル ログを自動的に追加する (p. 721)
• LOB の変更がキャプチャされない (p. 722)
• エラー: ORA-12899: 列 column-name の値が大きすぎる (p. 722)
• NUMBER のデータ型が誤って解釈される (p. 722)
• 全ロード中にレコードが欠落している (p. 722)
• テーブルエラー (p. 723)
• エラー:Oracle アーカイブされた REDO ログの宛先 ID を取得できません (p. 723)
• Oracle REDO ログまたはアーカイブログの読み取りパフォーマンスの評価 (p. 723)

ビューからデータを取得する
ビューからデータを 1 回プルできます。これを継続的レプリケーションに使用することはできません。
ビューからデータを抽出できるようにするには、Oracle ソースエンドポイントページのエンドポイント
設定セクションに次のコードを追加する必要があります。ビューからデータを抽出すると、そのビューは
ターゲットスキーマのテーブルとして表示されます。

"ExposeViews": true

Oracle 12c から LOB を移行する
AWS DMSでは、バイナリリーダーと Oracle の 2 つの方法を使用して Oracle データベースへの変更を取
り込むことができます LogMiner。デフォルトでは、OracleAWS DMS LogMiner を使用して変更をキャプ
チャします。ただし、Oracle 12c で、Oracle は LOB LogMiner 列をサポートしていません。Oracle 12c で
の LOB 列の変更をキャプチャするには、Binary Reader を使用します。

Oracle LogMiner と Binary Reader の切り替え
AWS DMSは、バイナリリーダーと Oracle の 2 つの方法でソース Oracle データベースへの変更をキャ
プチャできます LogMiner。Oracle LogMiner がデフォルトです。Binary Reader を使用して変更をキャプ
チャするように切り替えるには、次を実行します。

Binary Reader を使用して変更をキャプチャするには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
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エラー: Oracle CDC は停止しました。122301 

Oracle CDC の最大再試行カウンターを超えました。

3. Binary Reader を使用したい Oracle ソース エンドポイントを選択します。
4. [変更] を選択します。
5. [Advanced] (詳細) を選択し、[Extra connection attributes](追加の接続属性) テキストボックスに以下の

コードを追加します。

useLogminerReader=N 
                 

6. SQL-Plus のような Oracle デベロッパーツールを使って、Oracle エンドポイントに接続するのに使用
される AWS DMS ユーザーアカウントに追加の権限を与えます。

SELECT ON V_$TRANSPORTABLE_PLATFORM 
                 

エラー: Oracle CDC は停止しました。122301 Oracle 
CDC の最大再試行カウンターを超えました。
このエラーは、AWS DMS が変更をキャプチャするために使用できるようになる前に、必要な Oracle アー
カイブログがサーバーから削除されると発生します。データベースサーバーのログリテンションポリシー
を増やします。Amazon RDS データベースでは、ログの保持を延長するために、以下の手順を実行しま
す。たとえば、以下のコードを使うと Amazon RDS DB インスタンスでのログの保持が 24 時間に延長さ
れます。

exec rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archivelog retention hours',24); 
             

Oracle ソース エンドポイントにサプリメンタル ログ
を自動的に追加する
デフォルトでは、AWS DMS のサプリメンタルロギングはオフになっています。Oracle ソースエンドポイ
ントのサプリメンタルロギングを自動的にオンにするには、以下の手順を実行します。

Oracle ソースエンドポイントにサプリメンタルロギングを追加するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. サプリメンタル ログを追加する Oracle ソース エンドポイントを選択します。
4. [変更] を選択します。
5. [Advanced] (詳細) を選択し、[Extra connection attributes] (追加の接続属性) テキストボックスに以下

のコードを追加します。

addSupplementalLogging=Y 
                 

6. [変更] を選択します。
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LOB の変更がキャプチャされない
現在、LOB の変更をキャプチャするには、テーブルに AWS DMS のプライマリキーがあることが必要で
す。LOB を含むテーブルにプライマリキーがない場合、LOB の変更をキャプチャするにはいくつかのアク
ションを行うことができます。

• テーブルにプライマリキーを追加します。この手順は、ID 列を追加し、トリガーを使用してシーケンス
を入力するだけです。

• プライマリ キーとしてシステム生成 ID を含むテーブルのマテリアライズド ビューを作成し、テーブル
ではなくマテリアライズド ビューを移行します。

• ロジカルスタンバイを作成し、テーブルにプライマリキーを追加して、ロジカルスタンバイから移行し
ます。

エラー: ORA-12899: 列 column-name の値が大きす
ぎる
エラー[ORA-12899: value too large for column column-name] (ORA-12899: column-name 列の値が大きす
ぎる) は、多くの場合、いくつかの問題によって引き起こされます。

これらの問題の 1 つで、ソースデータベースとターゲットデータベースで使用される文字セットに不一致
があります。

別の問題では、2 つのデータベース間で各国語サポート (NLS) の設定が異なります。このエラーの一般的
な原因は、ソースデータベースの NLS_LENGTH_SEMANTICS パラメータが CHAR に設定されており、
ターゲットデータベースの NLS_LENGTH_SEMANTICS パラメータが BYTE に設定されていることです。

NUMBER のデータ型が誤って解釈される
Oracle NUMBER データ型は、NUMBER の精度とスケールに応じてさまざまな AWS DMS データ型に変
換されます。このような変換はOracle のソースデータ型 (p. 200)に記載されています。NUMBER タイプの
変換方法は、ソース Oracle エンドポイントのエンドポイント設定を使用しても影響を受ける可能性があり
ます。これらのエンドポイント設定は、に記載されていますOracle をソースとして使用する場合のエンド
ポイント設定AWS DMS (p. 193)。

全ロード中にレコードが欠落している
全ロードを実行する場合、AWS DMS は、データベースレベルで開いているトランザク
ションを検索し、トランザクションがコミットされるのを待ちます。例えば、タスクの設定
TransactionConsistencyTimeout=600 に基づいて、AWS DMS は、オープントランザクションが
テーブルマッピングに含まれていないテーブル上にある場合でも、10 分間待機します。ただし、オープン
トランザクションがテーブルマッピングに含まれるテーブルにあり、トランザクションが時間内にコミッ
トされていない場合、ターゲットテーブルの結果からレコードが欠落します。

TransactionConsistencyTimeout タスクの設定変更し、オープントランザクションがコミットに時
間がかかることがわかっている場合は、待機時間を増やします。

また、FailOnTransactionConsistencyBreached タスク設定が false のデフォルト値であることに
注意してください。これは AWS DMS が他のトランザクションを引き続き適用しつつも、オープントラン
ザクションは失われることを意味します。オープントランザクションが時間内に終了しないときにタスク
が失敗するようにするには、FailOnTransactionConsistencyBreached を true に設定できます。
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テーブルエラー
WHERE 句がプライマリ キー列を参照するわけではなく、サプリメンタル ログがすべての列に使用される
わけではない場合、レプリケーション中に Table Error がテーブル統計情報に表示されます。

この問題を解決するには、参照テーブルのすべての列のサプリメンタル ログを有効にします。詳細につい
ては、「サプリメンタル ロギングの設定 (p. 169)」をご参照ください。

エラー:Oracle アーカイブされた REDO ログの宛先 ID 
を取得できません
このエラーは、Oracle ソースにアーカイブログが生成されていないか、V$ARCHIVED_LOG が空である場
合に発生します。ログを手動で切り替えることで、エラーを解決できます。

Amazon RDS データベースでは、ログ ファイル切り替えのために以下の手順を実行しま
す。switch_logfile プロシージャにはパラメータがありません。

exec rdsadmin.rdsadmin_util.switch_logfile;

自己管理 Oracle ソース データベースの場合、次のコマンドを使用してログ スイッチを強制します。

ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE ;

Oracle REDO ログまたはアーカイブログの読み取り
パフォーマンスの評価
Oracle ソースでパフォーマンスの問題が発生した場合は、Oracle REDO ログまたはアーカイブログの読み
取りパフォーマンスを評価して、パフォーマンスを向上させる方法を見つけることができます。やり直し
またはアーカイブログの読み取りパフォーマンスをテストするには、AWS DMS診断用 Amazon マシンイ
メージ (p. 744) (AMI) を使用します。

AWS DMS診断 AMI を使用して、次を実行できます。

• bFile メソッドを使用して、REDO ログファイルのパフォーマンスを評価します。
• LogMiner このメソッドを使用して、REDO ログファイルのパフォーマンスを評価します。
• PL/SQL (dbms_lob.read) メソッドを使用して、REDO ログファイルのパフォーマンスを評価しま

す。
• ASMFile の読み取りパフォーマンスを評価するには、シングルスレッドを使用してください。
• マルチスレッドを使用して ASMFile の読み取りパフォーマンスを評価します。
• Direct OS Readfile () Windows または Pread64 Linux 関数を使用して、やり直しログファイルを評価し

てください。

その後、結果に基づいて是正措置を講じることができます。

Oracle REDO またはアーカイブログファイルの読み取りパフォーマンスをテストするには

1. 診断 AMI Amazon EC2AWS DMS 診断用 AMI Amazon EC2 インスタンスを作成し、このインスタン
スに接続する。

詳細については、「AWS DMS診断 AMI の使用 (p. 744)」を参照してください。
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2. awsreplperf コマンドを実行します。

$ awsreplperf

このコマンドは、AWS DMS Oracle Read パフォーマンスユーティリティのオプションを表示しま
す。

0. Quit
1. Read using Bfile
2. Read using LogMiner
3. Read file PL/SQL (dms_lob.read)
4. Read ASMFile Single Thread
5. Read ASMFile Multi Thread
6. Readfile() function

3. リストからオプションを選択します。
4. 次のデータベース接続とアーカイブログ情報を入力します。

Oracle user name [system]:
Oracle password:

Oracle connection name [orcllx]:
Connection format hostname:port/instance

Oracle event trace? [N]:  
Default N = No or Y = Yes

Path to redo or archive log file []:

5. 表示された出力を調べて、関連する読み取りパフォーマンス情報がないか確認してください。た
とえば、次の例は、オプション番号 2「Read using」を選択した結果得られる出力を示しています 
LogMiner。

6. ユーティリティを終了するには、0 (ゼロ) を入力します。

次のステップ

• 読み取り速度が許容しきい値を下回っていることが結果で示されたら、エンドポイントで Oracle 診断サ
ポートスクリプトを実行し (p. 737)、待機時間、ロードプロファイル、および IO プロファイルの各セ
クションを確認してください。次に、読み取りパフォーマンスを向上させる可能性のある異常な構成を
調整します。たとえば、REDO ログファイルが最大 2 GB の場合は、パフォーマンスを向上させるため
に LOG_BUFFER を 200 MB に増やしてみてください。

• AWS DMSベストプラクティスを確認して (p. 109)、DMS レプリケーションインスタンス、タスク、お
よびエンドポイントが最適に設定されていることを確認してください。
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MySQL に関する問題のトラブルシューティング
以下では、AWS DMS を MySQL データベースと使用する際に固有の問題のトラブルシューティングにつ
いて学習できます。

トピック
• バイナリログ作成が無効化されるため、Amazon RDS DB インスタンスのエンドポイントの CDC タス

クが失敗する (p. 725)
• ターゲット MySQL のインスタンスへの接続は、タスクの実行中に接続が切断されます (p. 725)
• MySQL 互換エンドポイントへの自動コミットを追加する (p. 726)
• MySQL 互換ターゲットエンドポイントで外部キーを無効化する  (p. 726)
• 文字が疑問符に置き換えられる (p. 727)
• [Bad event](不良イベント) ログのエントリ (p. 727)
• MySQL 5.5 の変更データキャプチャ (p. 727)
• Amazon RDS DB インスタンスのバイナリログ保持を延長する (p. 727)
• ログメッセージ: ソースデータベースからの一部の変更は、ターゲットデータベースに適用されても効

果がありません。 (p. 727)
• エラー: 識別子が長すぎます (p. 727)
• エラー: サポートされていない文字セットによりフィールドデータ変換が失敗しました (p. 728)
• Error: Codepage 1252 to UTF8 [120112] A field data conversion failed (p. 728)

バイナリログ作成が無効化されるため、Amazon RDS 
DB インスタンスのエンドポイントの CDC タスクが
失敗する
自動バックアップが無効化されているためにこの問題が Amazon RDS DB インスタンスに発生します。
バックアップ保持期間を 0 以外の値に設定することで自動バックアップを有効にすることができます。

ターゲット MySQL のインスタンスへの接続は、タス
クの実行中に接続が切断されます
MySQL ターゲットからの接続が切断されている LOB のタスクがあるとき、タスクログに以下のようなエ
ラーが表示されます。

[TARGET_LOAD ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: 08S01 NativeError:  
2013 Message: [MySQL][ODBC 5.3(w) Driver][mysqld-5.7.16-log]Lost connection  
to MySQL server during query [122502] ODBC general error.

 [TARGET_LOAD ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: HY000 NativeError:  
2006 Message: [MySQL][ODBC 5.3(w) Driver]MySQL server has gone away  
[122502] ODBC general error.

この場合、一部のタスク設定の調整が必要になる場合があります。

タスクが MySQL ターゲットから切断される問題を解決するには、以下を実行します。

• 最大の LOB を保持するために、十分に大きい値に設定された データベース変数
max_allowed_packetがあることを確認します。
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• 以下の変数が大きいタイムアウト値に設定されていることを確認します。これらの変数ごとに、少なく
とも 5 分の値を使用することをお勧めします。
• net_read_timeout
• net_write_timeout
• wait_timeout

MySQL システム変数の設定については、MySQL ドキュメントの「サーバーのシステム変数」をご参照く
ださい。

MySQL 互換エンドポイントへの自動コミットを追加
する

MySQL 互換ターゲットエンドポイントに自動コミットを追加するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. 自動コミットを追加したい MySQL 互換ターゲット エンドポイントを選択します。
4. [変更] を選択します。
5. [Advanced] (詳細) を選択し、[Extra connection attributes] (追加の接続属性) テキストボックスに以下

のコードを追加します。

Initstmt= SET AUTOCOMMIT=1 
                 

6. [変更] を選択します。

MySQL 互換ターゲットエンドポイントで外部キーを
無効化する
MySQL または Amazon Aurora MySQL 互換エディション、 MariaDB エンドポイントの [Advanced] (詳細) 
セクションの [Extra Connection Attributes] (追加接続属性) に以下を追加して、MySQL の外部キー チェッ
クを無効化できます。

MySQL 互換ターゲットエンドポイントで外部キーを無効化するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/AWS DMS でコ
ンソールを開きます。

2. [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. 外部キーを無効にしたい MySQL または Aurora MySQL、 MariaDB のターゲット エンドポイントを選

択します。
4. [変更] を選択します。
5. [Advanced] (詳細) を選択し、[Extra connection attributes] (追加の接続属性) テキストボックスに以下

のコードを追加します。

Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0 
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6. [変更] を選択します。

文字が疑問符に置き換えられる
この問題を引き起こす可能性がある最も一般的な状況は、AWS DMS がサポートしない文字セットでソー
スエンドポイントの文字がエンコードされている場合です。

[Bad event](不良イベント) ログのエントリ
移行ログの [Bad event](不良イベント) のエントリは通常、ソース データベース エンドポイントで、サ
ポートされていないデータ定義言語(DDL) オペレーションが試行されたことを指します。サポートされて
いない DDL オペレーションは、レプリケーション インスタンスが省略できないイベントを発生させ、不
良イベントが記録されます。

この問題を解決するには、タスクを最初から再起動します。これにより、テーブルがリロードされ、サ
ポートされていない DDL オペレーションが発行された時点で変更のキャプチャがスタートされます。

MySQL 5.5 の変更データキャプチャ
Amazon RDS MySQL 互換データベースの AWS DMS 変更データ　キャプチャ (CDC) では、MySQL バー
ジョン 5.5 以前でサポートされていない、全イメージ行ベースのバイナリログ作成が必要です。AWS 
DMS CDC を使用するには、Amazon RDS DB インスタンスを MySQL バージョン 5.6 にアップグレード
する必要があります。

Amazon RDS DB インスタンスのバイナリログ保持を
延長する
AWS DMS では、変更データキャプチャのバイナリログファイルを保持する必要があります。Amazon 
RDS DB インスタンスでログの保持を延長するには、以下の手順を使用します。以下の例では、バイナリ
ログの保持を 24 時間に延長します。

call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24); 
             

ログメッセージ: ソースデータベースからの一部の変
更は、ターゲットデータベースに適用されても効果が
ありません。
AWS DMS が MySQL データベースの列の値を既存の値に更新すると、MySQL は zero rows 
affected のメッセージを返します。この動作は、Oracle や SQL Server などの他のデータベースエンジ
ンとは異なります。これらのエンジンは、置換値が現在の値と同じであっても、1 つの行を更新します。

エラー: 識別子が長すぎます
以下のエラーは識別子が長すぎるときに発生します。
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エラー: サポートされていない文字セットに
よりフィールドデータ変換が失敗しました

TARGET_LOAD E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: HY000 NativeError:  
1059 Message: MySQLhttp://ODBC 5.3(w) Driverhttp://mysqld-5.6.10Identifier  
name 'name' is too long 122502 ODBC general error. (ar_odbc_stmt.c:4054) 
             

場合によっては、AWS DMS を、ターゲットデータベースにテーブルとプライマリ キーを作成するように
設定します。この場合、現在、DMS はソースデータベースで使用されたプライマリ キーと同じ名前を使
用していません。代わりに、DMS はテーブル名に基づいてプライマリ キー名を作成します。テーブル名
が長いと、自動作成された識別子が、MySQL に許可されている制限よりも長くなる場合があります。

この問題の当面解決策として、まずターゲットデータベースでテーブルとプライマリキーを事前に作成し
ます。次に、タスク設定[Target table preparation mode] (ターゲットテーブル作成モード)を [Do nothing]
(何もしない)または[Truncate] (切り詰め) に設定するタスクを使用し、ターゲットテーブルに代入します。

エラー: サポートされていない文字セットにより
フィールドデータ変換が失敗しました
以下のエラーは、サポートされていない文字セットによりフィールドデータ変換が失敗した場合に発生し
ます。

"[SOURCE_CAPTURE ]E: Column 'column-name' uses an unsupported character set [120112]  
A field data conversion failed. (mysql_endpoint_capture.c:2154) 
             

接続に関係したデータベースのパラメータを確認します。以下のコマンドを使用してこれらのパラメータ
を設定できます。

SHOW VARIABLES LIKE '%char%'; 
             

Error: Codepage 1252 to UTF8 [120112] A field data 
conversion failed
以下のエラーは、ソース MySQL データベースにコードページ 1252 以外の文字コードが含まれている場
合に発生することがあります。

  
[SOURCE_CAPTURE ]E: Error converting column 'column_xyz' in table
'table_xyz with codepage 1252 to UTF8 [120112] A field data conversion failed.  
(mysql_endpoint_capture.c:2248) 
                 

回避策として、ソースの MySQL エンドポイントで追加の接続属性 (CharsetMapping) を使用して、文字
セットのマッピングを指定します。このエンドポイント設定を追加する場合は、AWS DMS移行タスクを
最初からやり直す必要があります。

例えば、ソースの文字セットが 0 に設定されている MySQL ソースエンドポイントでは、Utf8以下のエン
ドポイント設定が使用される場合がありますlatin1。65001 は UTF8 コードページ識別子です。

   
CharsetMapping=utf8,65001
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CharsetMapping=latin1,65001 
                 

PostgreSQL に関する問題のトラブルシューティン
グ

以下では、AWS DMS を PostgreSQL データベースと使用する際に固有の問題のトラブルシューティング
について学習できます。

トピック
• 切り捨てられる JSON データ型 (p. 729)
• ユーザー定義のデータ型の列が正しく移行されない (p. 730)
• エラー: 作成用のスキーマが選択されていません (p. 730)
• CDC を使用してテーブルへの削除や更新がレプリケートされない (p. 730)
• TRUNCATE ステートメントが反映されない (p. 730)
• PostgreSQL の DDL キャプチャを防止する (p. 730)
• DDL キャプチャ用のデータベースオブジェクトを作成するスキーマの選択 (p. 730)
• PostgreSQL に移行した後 Oracle テーブルが存在しない (p. 731)
• ReplicationSlotDiskUsage ETL ワークロードなどの長いトランザクションでは restart_lsn が増加し、

処理が停止する (p. 731)
• ソースとしてビューを使用したタスクで行がコピーされない (p. 731)

切り捨てられる JSON データ型
AWS DMS では、PostgreSQL の JSON データ型は LOB データ型の列として処理されます。つまり、制限
付き LOB モードを使用するときの LOB のサイズ制限が、JSON データに適用されます。

例えば、制限付き LOB モードが 4,096 KB に設定されているとします。この場合、4,096 KB よりも大きい 
JSON データは 4,096 KB の制限で切り捨てられ、PostgreSQL での検証テストに失格します。

以下のログ情報は、制限付き LOB モードにより切り捨てられた JSON と、失敗した検証を示していま
す。

03:00:49
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: Failed to execute statement:  
  'UPDATE "public"."delivery_options_quotes" SET "id"=? , "enabled"=? ,  
  "new_cart_id"=? , "order_id"=? , "user_id"=? , "zone_id"=? , "quotes"=? ,  
  "start_at"=? , "end_at"=? , "last_quoted_at"=? , "created_at"=? ,  
  "updated_at"=? WHERE "id"=? ' [1022502] (ar_odbc_stmt
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: Failed to execute statement:  
  'UPDATE "public"."delivery_options_quotes" SET "id"=? , "enabled"=? ,  
  "new_cart_id"=? , "order_id"=? , "user_id"=? , "zone_id"=? , "quotes"=? ,  
  "start_at"=? , "end_at"=? , "last_quoted_at"=? , "created_at"=? ,  
  "updated_at"=? WHERE "id"=? ' [1022502] (ar_odbc_stmt.c:2415)
#
03:00:49
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState:  
  22P02 NativeError: 1 Message: ERROR: invalid input syntax for type json;,  
  Error while executing the query [1022502] (ar_odbc_stmt.c:2421)
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState:  
  22P02 NativeError: 1 Message: ERROR: invalid input syntax for type json;,  
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  Error while executing the query [1022502] (ar_odbc_stmt.c:2421)

ユーザー定義のデータ型の列が正しく移行されない
PostgreSQL ソースからレプリケートする場合、AWS DMS はユーザー定義のデータ型を含む列とは別
に、すべての列に対して同じデータ型のターゲットテーブルを作成します。このような場合、データ型は
ターゲットで「character varying」として作成されます。

エラー: 作成用のスキーマが選択されていません
場合によっては、「SQL_ERROR SqlState: 3F000:7 メッセージ NativeError:エラー:作成するスキーマが選
択されていません」というエラーが表示されることがあります。

このエラーは、JSON テーブルマッピングがスキーマのワイルドカード値を含み、ソースデータベースが
その値をサポートしていない時に発生することがあります。

CDC を使用してテーブルへの削除や更新がレプリ
ケートされない
変更データ キャプチャ (CDC) 中の削除オペレーションと更新オペレーションは、ソーステーブルにプラ
イマリ キーがない場合は無視されます。AWS DMS は、プライマリ キーを持つ PostgreSQL テーブルの変
更データ キャプチャ (CDC) をサポートしています。

テーブルにプライマリ キーがない場合、先書きログ (WAL) にはデータベース行の前イメージが含まれて
いません。この場合は、AWS DMS はテーブルを更新できません。削除オペレーションをレプリケートす
る場合は、ソーステーブルにプライマリ キーを作成します。

TRUNCATE ステートメントが反映されない
変更データ キャプチャ (CDC) を使用する場合、AWS DMS は TRUNCATE オペレーションをサポートし
ません。

PostgreSQL の DDL キャプチャを防止する
PostgreSQL ターゲットエンドポイントが DDL ステートメントをキャプチャしないようにするには、次の
エンドポイント設定ステートメントを追加します。

"CaptureDDLs": "N" 
             

DDL キャプチャ用のデータベースオブジェクトを作成
するスキーマの選択
DDL キャプチャに関連したデータベースオブジェクトをどのスキーマで作成するかを制御できます。次の
エンドポイント設定ステートメントを追加します。エンドポイント設定パラメータは、ソースエンドポイ
ントのタブにあります。

"DdlArtifactsSchema: "xyzddlschema"                 
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PostgreSQL に移行した後 Oracle テーブルが存在しな
い
この場合、通常、テーブルとデータには引き続きアクセスできます。

Oracle のデフォルトは大文字テーブル名ですが、PostgreSQL のデフォルトは小文字テーブル名で
す。Oracle から PostgreSQL に移行するときは、タスクのテーブル マッピングセクションの下に特定の変
換ルールを指定することをお勧めします。これらは、テーブル名の大文字と小文字を変換するための変換
ルールです。

テーブル名のケースを変換する変換ルールを使わずにテーブルを移行した場合、それらを参照するとき
テーブル名を引用符で囲みます。

ReplicationSlotDiskUsage ETL ワークロードなどの長
いトランザクションでは restart_lsn が増加し、処理が
停止する
論理レプリケーションが有効な場合、トランザクションあたりのメモリに保持される変更の最大数は 
4MB です。その後、変更がディスクにこぼれます。その結果 ReplicationSlotDiskUsage が増加
し、restart_lsnは、トランザクションが完了/中止され、ロールバックが完了するまで進みません。ト
ランザクションが長いので、ロールバックに長時間かかることがあります。

従って、論理レプリケーションが有効になっている場合は、トランザクションの長期実行を避けてくださ
い。代わりに、トランザクションをいくつかの小さなトランザクションに分割してください。

ソースとしてビューを使用したタスクで行がコピーさ
れない
ビューを移行するには、table-type を all または view に設定します。詳細については、「 コンソー
ルからテーブル選択および変換を指定する (p. 534)」を参照してください。

ビューをサポートするソースには、次のようなものがあります。

• Oracle
• Microsoft SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL
• IBM Db2 LUW
• SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)

Microsoft SQL Server 問題のトラブルシューティン
グ

以下では、AWS DMS を Microsoft SQL Server データベースと使用する際に固有の問題のトラブルシュー
ティングについて学習できます。
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トピック
• SQL Server データベースの変更キャプチャエラー (p. 732)
• IDENTITY 列が存在しない (p. 732)
• エラー: SQL Server は公開をサポートしていません (p. 732)
• ターゲットに変更が表示されない (p. 732)
• パーティションにまたがってマッピングされる不均一テーブル (p. 733)

SQL Server データベースの変更キャプチャエラー
変更データ キャプチャ (CDC) 中のエラーは、前提条件の 1 つが満たされていないことを示している可能
性があります。たとえば、最も一般的に見過ごされる前提条件は、完全データベースバックアップです。
タスクログは以下のエラーで、この欠落を示します。

SOURCE_CAPTURE E: No FULL database backup found (under the 'FULL' recovery model).  
To enable all changes to be captured, you must perform a full database backup.  
120438 Changes may be missed. (sqlserver_log_queries.c:2623)                 
             

Microsoft SQL Server データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 203) で、SQL Server をソー
スとして使用するための前提条件を確認します。

IDENTITY 列が存在しない
AWS DMS では、ターゲットスキーマを作成する場合の IDENTITY 列がサポートされていません。初期
ロードの完了後に追加する必要があります。

エラー: SQL Server は公開をサポートしていません
以下のエラーは、SQL Server Express をソースエンドポイントとして使用する際に生成されます。

RetCode: SQL_ERROR SqlState: HY000 NativeError: 21106  
Message: This edition of SQL Server does not support publications.                 
             

AWS DMS では現在、ソースまたはターゲットとして SQL Server Express はサポートされていません。

ターゲットに変更が表示されない
AWS DMS では、変更を一貫してキャプチャするために、ソース SQL Server データベースが「FULL」
または「BULK LOGGED」データ復旧モデルのいずれかであることが必要です。「SIMPLE」モデルはサ
ポートされていません。

SIMPLE 復旧モデルは、ユーザーがデータベースを復旧するのに必要な最低限の情報を記録します。すべ
ての非アクティブのログエントリは、チェックポイントが発生すると自動的に切り捨てられます。

すべてのオペレーションは引き続きログに記録されます。ただし、チェックポイントが発生するとすぐ
に、ログは自動的に切り捨てられます。この切り捨ては、ログが再利用可能になり、古いログエントリ
を上書きできることを意味します。ログエントリが上書きされると、変更をキャプチャできません。こ
の問題は AWS DMS が、SIMPLE データ復旧モデルをサポートしていないのが理由です。SQL Server を
ソースとして使用するためのその他の前提条件については、「Microsoft SQL Server データベースの AWS 
DMS のソースとしての使用 (p. 203)」をご参照ください。
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パーティションにまたがってマッピングされる不均一
テーブル
変更データ キャプチャ (CDC) 中に、AWS DMS がテーブルで CDC を適切に実行できない場合、特殊な構
造を持つテーブルの移行は中断されます。次のようなメッセージが発行されます。

[SOURCE_CAPTURE ]W: Table is not uniformly mapped across partitions. Therefore - it is 
 excluded from CDC (sqlserver_log_metadata.c:1415)
[SOURCE_CAPTURE ]I: Table has been mapped and registered for CDC. 
 (sqlserver_log_metadata.c:835) 
             

SQL Server テーブルで CDC を実行する場合、AWS DMS は SQL Server の tlog を解析します。各 tlog レ
コードで、AWS DMS は変更中に挿入、更新、または削除されたカラムのデータを含む 16 進値を解析し
ます。

16 進レコードを解析するために、AWS DMS は SQL Server システムテーブルからテーブルメタデータ
を読み取ります。これらのシステムテーブルは、特別に構造化されたテーブルカラムが何であるかを識別
し、「xoffset」や「null bit position」などの内部プロパティの一部を表示します。

AWS DMS では、メタデータがテーブルのすべての未加工パーティションで同じであることを想定してい
ます。しかし、場合によっては、特別に構造化されたテーブルのすべてのパーティションで同じメタデー
タが保持されないことがあります。この場合、AWS DMS は、そのテーブルの CDC を中断して、変更を
誤って解析したり、ターゲットに誤ったデータを提供したりするのを防ぐことができます。回避策には、
次のものが含まれます：

• テーブルにクラスター化されたインデックスがある場合は、インデックスの再構築を実行します。
• テーブルにクラスター化されたインデックスがない場合は、クラスター化されたインデックスをテーブ

ルに追加します (必要に応じて後で削除できます)。

Amazon Redshift に関する問題のトラブルシュー
ティング

以下では、AWS DMS を Amazon Redshift データベースと使用際に固有の問題のトラブルシューティング
について学習できます。

トピック
• 異なる AWS リージョンの Amazon Redshift クラスターにロードする (p. 733)
• エラー: リレーション「awsdms_apply_exceptions」がすでに存在します (p. 734)
• 名前が「awsdms_changes」で始まるテーブルのエラー (p. 734)
• dms.awsdms_changes000000000XXXX のような名前のクラスターのテーブルを参照する  (p. 734)
• Amazon Redshift での作業に必要なアクセス許可 (p. 734)

異なる AWS リージョンの Amazon Redshift クラス
ターにロードする
AWS DMS レプリケーション インスタンスとは異なる AWS リージョンの Amazon Redshift クラスター
にロードすることはできません。DMS では、レプリケーション インスタンスと Amazon Redshift クラス
ターが同じリージョンにあることが前提です。
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エラー: リレーション

「awsdms_apply_exceptions」がすでに存在します

エラー: リレーション「awsdms_apply_exceptions」
がすでに存在します
エラー "リレーション「awsdms_apply_exceptions」がすでに存在します" は、Redshift エンドポイントが 
PostgreSQL エンドポイントとして指定されている場合に頻繁に発生します。この問題を解決するには、
エンドポイントを変更し、[Target engine] を「redshift」に変更します。

名前が「awsdms_changes」で始まるテーブルのエ
ラー
名前が[awsdms_changes]で始まるテーブルに関連するエラーメッセージは、同一の Amazon Redshift ク
ラスターにデータをロードしようとする 2 つのタスクが同時に実行される場合に頻繁に発生します。一時
テーブルに名前が付けられる方法のため、同じテーブルを更新する場合、同時に実行されるタスクは競合
する場合があります。

dms.awsdms_changes000000000XXXX のような名前
のクラスターのテーブルを参照する
AWS DMS では、Amazon S3 に保存されるファイルからデータがロードされると、一時テーブルが作
成されます。このような一時テーブルの名前には、プレフィックス dms.awsdms_changes が付きま
す。AWS DMS では、データの初回ロード時と最終ターゲットテーブルへの保存前にデータを保存できる
ように、このようなテーブルが必要です。

Amazon Redshift での作業に必要なアクセス許可
Amazon Redshift で AWS DMS を使用するには、Amazon Redshift にアクセスするのに使うユーザーアカ
ウントは、以下のアクセス許可を必要とします：

• CRUD (選択、挿入、更新、削除)
• [BULK Load] (一括ロード)
• CREATE、ALTER、DROP (タスクの定義によって必要な場合)

Amazon Redshift をターゲットとして使用するための前提条件を確認するには、「AWS Database 
Migration Service のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの使用 (p. 350)」をご参照くださ
い。

Amazon Aurora MySQL に関する問題のトラブル
シューティング

以下では、AWS DMS を Amazon Aurora MySQL データベースと使用する際に固有の問題のトラブル
シューティングについて学習できます。

トピック
• エラー: CHARACTER SET UTF8 フィールドが「,」で切り取られています。行が「\n」で切り取られ

ています (p. 735)
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エラー: CHARACTER SET UTF8 フィールドが「,」で
切り取られています。行が「\n」で切り取られています

エラー: CHARACTER SET UTF8 フィールドが「,」で
切り取られています。行が「\n」で切り取られていま
す
ターゲットとして Amazon Aurora MySQL を使用している場合、ログに次のようなエラーが表示されるこ
とがあります。通常、このタイプのエラーは SQL_MODE パラメータの一部に ANSI_QUOTES があるこ
とを示しています。SQL_MODE パラメータの一部として ANSI_QUOTES がある場合、二重引用符が引用
符として処理され、タスクの実行時に問題が起きることがあります。

このエラーを修正するには、SQL_MODE パラメータから ANSI_QUOTES を削除します。

2016-11-02T14:23:48 [TARGET_LOAD ]E: Load data sql statement. load data local infile  
"/rdsdbdata/data/tasks/7XO4FJHCVON7TYTLQ6RX3CQHDU/data_files/4/LOAD000001DF.csv" into 
 table  
`VOSPUSER`.`SANDBOX_SRC_FILE` CHARACTER SET UTF8 fields terminated by ','  
enclosed by '"' lines terminated by '\n'( `SANDBOX_SRC_FILE_ID`,`SANDBOX_ID`,
`FILENAME`,`LOCAL_PATH`,`LINES_OF_CODE`,`INSERT_TS`,`MODIFIED_TS`,`MODIFIED_BY`,
`RECORD_VER`,`REF_GUID`,`PLATFORM_GENERATED`,`ANALYSIS_TYPE`,`SANITIZED`,`DYN_TYPE`,
`CRAWL_STATUS`,`ORIG_EXEC_UNIT_VER_ID` ) ; (provider_syntax_manager.c:2561)  
             

SAP ASE に関する問題のトラブルシューティング
以下では、AWS DMS を SAP ASE データベースと使用する際に固有の問題のトラブルシューティングに
ついて学習できます。

エラー:ソースに NULL 値を持つコンポジット一意イ
ンデックスがある場合、LOB 列には NULL 値があり
ます
NULL 値を許可する複合一意インデックスで構成されたテーブルで SAP ASE をソースとして使用する
と、進行中のレプリケーション中に LOB 値が移行されないことがあります。通常、この動作は、DMS レ
プリケーション インスタンス クライアントで ANSI_NULL をデフォルトで 1 に設定した結果です。

LOB'AnsiNull=0' フィールドが正しく移行されるようにするには、タスクのAWS DMSソースエンドポ
イントに含めます。

IBM Db2 に関する問題のトラブルシューティング
以下では、IBM Db2AWS DMS データベースと使用する際に固有の問題のトラブルシューティングについ
て学習できます。

エラー:タイムスタンプからの再開はサポートされてい
ません Task
継続的なレプリケーション (CDC) で、特定のタイムスタンプからレプリケーションを開始する場合
は、StartFromContext接続属性を必要なタイムスタンプに設定します。詳細については、「Db2 LUW 
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を使用する場合のエンドポイント設定 (p. 295)」を参照してください。StartFromContext必要なタイム
スタンプに設定すると、次の問題を防ぐことができます。

Last Error Resume from timestamp is not supported Task error notification received from  
subtask 0, thread 0 [reptask/replicationtask.c:2822] [1020455] 'Start from timestamp' was 
 blocked to prevent Replicate from  
scanning the log (to find the timestamp). When using IBM DB2 for LUW, 'Start from 
 timestamp' is only supported if an actual  
change was captured by this Replicate task earlier to the specified timestamp.

AWS DMS での診断サポート スクリプトの操作
AWS DMS での作業中に問題が発生した場合は、サポート エンジニアがソースデータベースまたはター
ゲットデータベースに関する詳細情報を必要とする場合があります。AWS Support が可能な限り短時間で
必要な情報を可能な限り多く取得できるようにします。そのため、いくつかの主要なリレーショナル デー
タベースエンジンでこの情報を照会するスクリプトを開発しました。

サポートスクリプトがデータベースで使用できる場合は、後述する対応するスクリプトトピックのリンク
を使用して、サポートスクリプトをダウンロードできます。スクリプトを検証して確認した後 (以下で説
明)、スクリプトのトピックで説明されている手順に従ってスクリプトを実行できます。スクリプトの実行
が完了したら、その出力を AWS Support ケース (繰り返しますが、以下で説明します)。

スクリプトを実行する前に、サポートスクリプトをダウンロード時または保存するときに生じた可能性が
あるエラーを検出できます。これを行うには、スクリプトファイルのチェックサムを AWS から取得した
値と比較します。AWS では、チェックサムに SHA256 アルゴリズムを使用します。

チェックサムを使用してサポート スクリプトファイルを検証するには

1. 提供された最新のチェックサム ファイルを開き、https://d2pwp9zz55emqw.cloudfront.net/ 
sha256Check.txt のサポート スクリプトを確認します。例えば、ファイルに次のようなコンテンツが
あるとします。

MYSQL  dfafd0d511477c699f96c64693ad0b1547d47e74d5c5f2f2025b790b1422e3c8
ORACLE  6c41ebcfc99518cfa8a10cb2ce8943b153b2cc7049117183d0b5de3d551bc312
POSTGRES  6ccd274863d14f6f3146fbdbbba43f2d8d4c6a4c25380d7b41c71883aa4f9790
SQL_SERVER  971a6f2c46aec8d083d2b3b6549b1e9990af3a15fe4b922e319f4fdd358debe7

2. Support ファイルが含まれているディレクトリで、オペレーティングシステムの SHA256 検証コマン
ドを実行します。例えば、macOS オペレーティングシステムでは、このトピックで後述する Oracle 
サポート スクリプトに対して次のコマンドを実行できます。

shasum -a 256 awsdms_support_collector_oracle.sql

3. コマンドの結果を、最新の開いた sha256Check.txt ファイルに表示されている値と比較します。2 
つの値は一致する必要があります。そうでない場合は、不一致と、クリーンな Support スクリプト
ファイルの入手方法について、サポートエンジニアに連絡してください。

クリーンな Support スクリプトファイルがある場合は、スクリプトを実行する前に、パフォーマンスとセ
キュリティの両方の観点から SQL を読み、理解してください。このスクリプトで任意の SQL を楽に実行
しにくければ、問題の SQL をコメントアウトするか、削除することができます。許容可能な回避策につい
ては、サポートエンジニアに相談することもできます。

正常に完了すると、特に指定しにくい限り、スクリプトは読み取り可能な HTML 形式で出力を返しま
す。このスクリプトは、ビジネスに悪影響を及ぼす可能性のあるデータまたはセキュリティの詳細をこ
のHTMLから除外するように設計されています。また、データベースやその環境は変更されません。ただ
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し、HTML に共有しにくい情報が見つかった場合は、HTML をアップロードする前に問題情報を削除して
ください。HTML に問題がなければ、サポートケースの「ケース内の添付ファイル」の詳細を使用して
アップロードします。

次の各トピックでは、サポートされている AWS DMS データベースで使用できるスクリプトとその実行方
法について説明します。サポートエンジニアは、以下に記載された特定のスクリプトドキュメントを参照
するよう指示します。

トピック
• Oracle 診断 Support スクリプト (p. 737)
• SQL Server 診断 Support スクリプト (p. 739)
• MySQL 互換データベースの診断サポート スクリプト  (p. 741)
• PostgreSQL 診断 Support スクリプト (p. 742)

Oracle 診断 Support スクリプト
次に、 AWS DMS マイグレーション設定でオンプレミスデータベースまたは Amazon RDS for Oracle 
Database の分析に使用できる診断サポート スクリプトについて説明します。これらのスクリプトは、
ソース エンドポイントまたはターゲット エンドポイントで使用できます。スクリプトはすべて SQL*Plus 
コマンドライン ユーティリティで実行するように記述されています。ユーティリティの詳しい使用方法に
ついては、Oracle ドキュメントの「A SQL コマンドラインの使用」をご参照ください。

スクリプトを実行する前に、使用するユーザーアカウントに Oracle データベースへのアクセス許可があ
るか確認してください。表示される許可設定は、ユーザーが次のように作成されたことを前提としていま
す。

CREATE USER script_user IDENTIFIED BY password;

オンプレミス データベースの場合、以下に示す script_user におけるように最小許可を設定します。

GRANT CREATE SESSION TO script_user;
GRANT SELECT on V$DATABASE to script_user;
GRANT SELECT on V$VERSION to script_user;
GRANT SELECT on GV$SGA to script_user;
GRANT SELECT on GV$INSTANCE to script_user;
GRANT SELECT on GV$DATAGUARD_CONFIG to script_user;
GRANT SELECT on GV$LOG to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TABLESPACES to script_user;
GRANT SELECT on DBA_DATA_FILES to script_user;
GRANT SELECT on DBA_SEGMENTS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_LOBS to script_user;
GRANT SELECT on V$ARCHIVED_LOG to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TAB_MODIFICATIONS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TABLES to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TAB_PARTITIONS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_MVIEWS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_OBJECTS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TAB_COLUMNS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_LOG_GROUPS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_LOG_GROUP_COLUMNS to script_user;
GRANT SELECT on V$ARCHIVE_DEST to script_user;
GRANT SELECT on DBA_SYS_PRIVS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TAB_PRIVS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_TYPES to script_user;
GRANT SELECT on DBA_CONSTRAINTS to script_user;
GRANT SELECT on V$TRANSACTION to script_user;
GRANT SELECT on GV$ASM_DISK_STAT to script_user;
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GRANT SELECT on GV$SESSION to script_user;
GRANT SELECT on GV$SQL to script_user;
GRANT SELECT on DBA_ENCRYPTED_COLUMNS to script_user;
GRANT SELECT on DBA_PDBS to script_user;

GRANT EXECUTE on dbms_utility to script_user;

Amazon RDS データベースでは、以下に示すように最小限のアクセス許可を設定します。

GRANT CREATE SESSION TO script_user;
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATABASE','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$VERSION','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SGA','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$INSTANCE','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_
$DATAGUARD_CONFIG','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$LOG','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TABLESPACES','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_DATA_FILES','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_SEGMENTS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_LOBS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVED_LOG','script_user','SELECT');
exec 
 rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_MODIFICATIONS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TABLES','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_PARTITIONS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_MVIEWS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_OBJECTS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_COLUMNS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_LOG_GROUPS','script_user','SELECT');
exec 
 rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_LOG_GROUP_COLUMNS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVE_DEST','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_SYS_PRIVS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_PRIVS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TYPES','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_CONSTRAINTS','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TRANSACTION','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$ASM_DISK_STAT','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SESSION','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SQL','script_user','SELECT');
exec 
 rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_ENCRYPTED_COLUMNS','script_user','SELECT');

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_PDBS','script_user','SELECT');

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_UTILITY','script_user','EXECUTE');

Oracle で使用可能な各 SQL*Plus サポート スクリプトのダウンロード、確認、および実行方法について説
明します。また、AWS Support ケースでの出力を確認してアップロードする方法も確認できます。

トピック
• awsdms_support_collector_oracle.sql スクリプト (p. 738)

awsdms_support_collector_oracle.sql スクリプト
awsdms_support_collector_oracle.sql スクリプトをダウンロードします。

このスクリプトは、Oracle データベース構成に関する情報を収集します。スクリプトのチェックサムを必
ず検証し、チェックサムが検証する場合は、スクリプト内の SQL コードを確認して、実行しにくいコード
をコメントアウトします。スクリプトの整合性と内容に納得できたら、スクリプトを実行できます。

738

https://d2pwp9zz55emqw.cloudfront.net/scripts/awsdms_support_collector_oracle.sql


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
SQL Server Support スクリプト

スクリプトを実行して結果をサポートケースにアップロードするには

1. 次の SQL*Plus コマンドラインを使用して、データベース環境からスクリプトを実行します。

SQL> @awsdms_support_collector_oracle.sql

<result>

スクリプトには、簡単な説明と、実行を続行または中止するプロンプトが表示されます。[Enter] を押
して確認します。
</result>

2. 次のプロンプトで、移行するスキーマの名前を 1 つだけ入力します。
3. 次のプロンプトで、データベースに接続するように定義したユーザーの名前 (script_user) を入力

します。
4. 次のプロンプトで、検査するデータの日数を入力するか、デフォルトをそのまま使用します。スクリ

プトは、指定されたデータをデータベースから収集します。
<result>

スクリプトが完了すると、例えば dms_support_oracle-2020-06-22-13-20-39-ORCL.html な
どの出力 HTML ファイルの名前が表示されます。スクリプトは、このファイルを作業ディレクトリに
保存します。
</result>

5. この HTML ファイルを確認し、共有が不快な情報をすべて削除します。HTML の共有に納得できた
ら、ファイルを AWS Support ケースにアップロードします。ファイルのアップロードの詳細について
は、「AWS DMS での診断サポート スクリプトの操作 (p. 736)」をご参照ください。

SQL Server 診断 Support スクリプト
以下は、オンプレミスまたは AWS DMS マイグレーション設定において Amazon RDS for SQL Server 
データベースの分析に使用できる診断サポート スクリプトの説明です。これらのスクリプトは、ソース 
エンドポイントまたはターゲット エンドポイントで使用できます。オンプレミス データベースの場合
は、sqlcmd コマンドライン ユーティリティでこれらのスクリプトを実行します。ユーティリティの使用
方法の詳細については、Microsoft ドキュメントの「sqlcmd-ユーティリティを使用する」をご参照くださ
い。

Amazon RDS データベースの場合、sqlcmd コマンドライン ユーティリティを使用して接続することはで
きません。代わりに、Amazon RDS SQL Server に接続する任意のクライアント ツールを使用して、これ
らのスクリプトを実行します。

スクリプトを実行する前に、使用するユーザーアカウントに SQL Server データベースへのアクセス許可
があるか確認してください。オンプレミス データベースと Amazon RDS データベースの両方で、SQL 
Server データベースへの SysAdmin ロールなしのアクセスに使用するのと同じアクセス許可を使用できま
す。

オンプレミス SQL Server データベースに対して実行する最小限のアクセス許可を設定するには

1. SQL Server Management Studio (SSMS) を使用してパスワード認証する on-prem-user など新しい 
SQL Server アカウントを作成します。

2. SSMS の[User Mappings] (ユーザーマッピング)セクションで、MSDB と MASTER データベース (公
開許可を付与します) を選択し、すくリプを実行するデータベースに DB_OWNER ロールを割り当てま
す。

3. 新しいアカウントのコンテキストメニュー (右クリック) を開き、[Security] (セキュリティ) を選択して
Connect SQL 権限を明示的に付与します。

4. 以下の付与コマンドを実行します。
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GRANT VIEW SERVER STATE TO on-prem-user;
USE MSDB;
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPSET TO on-prem-user;
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPMEDIAFAMILY TO on-prem-user;
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPFILE TO on-prem-user;

Amazon RDS SQL Server データベースの最小許可で実行するには

1. SQL Server Management Studio (SSMS) を使用してパスワード認証する rds-user など新しい SQL 
Server アカウントを作成します。

2. SSMS の [User Mappings] (ユーザーマッピング) セクションで、MSDB データベース (公開許可を付
与します) を選択し、DB_OWNERすくリプを実行するデータベースにロールを割り当てます。

3. 新しいアカウントのコンテキストメニュー (右クリック) を開き、[Security] (セキュリティ) を選択して
Connect SQL 権限を明示的に付与します。

4. 以下の付与コマンドを実行します。

GRANT VIEW SERVER STATE TO rds-user;
USE MSDB;
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPSET TO rds-user;
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPMEDIAFAMILY TO rds-user;
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPFILE TO rds-user;

次のトピックでは、SQL Server で使用可能な各サポート スクリプトをダウンロード、確認、実行する方
法について説明します。また、スクリプト出力を確認して AWS Support ケースにアップロードする方法に
ついても説明します。

トピック
• awsdms_support_collector_sql_server.sql スクリプト (p. 740)

awsdms_support_collector_sql_server.sql スクリプト
awsdms_support_collector_sql_server.sql スクリプトをダウンロードします。

Note

この SQL Server 診断サポート スクリプトは、SQL Server 2014 以降のバージョンでのみ実行し
ます。

このスクリプトは、SQL Server データベース構成に関する情報を収集します。スクリプトのチェックサ
ムを必ず検証し、チェックサムが検証する場合は、スクリプト内の SQL コードを確認して、実行しにく
いコードをコメントアウトします。スクリプトの整合性と内容に納得できたら、スクリプトを実行できま
す。

オンプレミス SQL Server データベースのスクリプトを実行するには

1. 次の sqlcmd コマンドを使用して、スクリプトを実行します。

sqlcmd -Uon-prem-user -Ppassword -SDMS-SQL17AG-N1 -y 0  
-iC:\Users\admin\awsdms_support_collector_sql_server.sql -oC:\Users\admin
\DMS_Support_Report_SQLServer.html -dsqlserverdb01

指定された sqlcmd コマンドパラメータには、以下が含まれます。
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• -U – データベースユーザー名。
• -P – データベース ユーザーパスワード。
• -S – SQL Server データベースサーバーの名前。
• -y – sqlcmd ユーティリティから出力される列の最大幅。値 0 は、無制限の幅を持つ列を指定しま

す。
• -i – 実行するサポート スクリプトのパス (この場合は
awsdms_support_collector_sql_server.sql)。

• -o – 収集されたデータベース構成情報を含む、指定したファイル名の出力 HTML ファイルのパス。
• -d – SQL Server データベース名。

2. スクリプトが完了したら、出力 HTML ファイルを確認し、共有しにくい情報をすべて削除しま
す。HTML の共有に納得できたら、ファイルを AWS Support ケースにアップロードします。ファイル
のアップロードの詳細については、「AWS DMS での診断サポート スクリプトの操作 (p. 736)」を
ご参照ください。

Amazon RDS for SQL Server では、sqlcmd コマンドライン ユーティリティを使用して接続できないの
で、次の手順を使用します。

RDS SQL Server データベースのスクリプトを実行するには

1. RDS SQL Server に Master ユーザーとして接続できる任意のクライアント ツールを使用して、スク
リプトを実行し、出力を HTML ファイルとして保存します。

2. 出力 HTML ファイルを確認し、共有しにくい情報をすべて削除します。HTML の共有に納得できた
ら、ファイルを AWS Support ケースにアップロードします。ファイルのアップロードの詳細について
は、「AWS DMS での診断サポート スクリプトの操作 (p. 736)」をご参照ください。

MySQL 互換データベースの診断サポート スクリプト
以下に、オンプレミスまたは Amazon RDS for MySQL 互換データベースを分析するために使用できる診
断サポート スクリプトを AWS DMS マイグレーション設定について説明します。これらのスクリプトは、
ソース エンドポイントまたはターゲット エンドポイントで使用できます。スクリプトはすべて MySQL 
SQL コマンドラインで実行するように記述されています。

MySQL クライアントのインストールの詳細については、MySQL ドキュメントの「MySQL Shell のインス
トール」をご参照ください。MySQL クライアントの使用方法の詳細については、MySQL ドキュメントの
「MySQL シェルコマンドを使用する」をご参照ください。

スクリプトを実行する前に、使用するユーザーアカウントに MySQL 互換データベースへのアクセス許可
があるか確認してください。次の手順でユーザーアカウントを作成し、このスクリプトを実行するために
必要な最小限のアクセス許可を提供します。

これらのスクリプトを実行するための最小許可を受けtあユーザーアカウントを設定するには

1. スクリプトを実行するユーザーを作成します。

create user 'username'@'hostname' identified by password;

2. select コマンドでデータベース分析します。

grant select on database-name.* to username;
grant replication client on *.* to username;

3.

741

https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/8.0/en/mysql-shell-install.html
https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/8.0/en/mysql-shell-install.html
https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/8.0/en/mysql-shell-configuring.html


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
PostgreSQL Support スクリプト

grant execute on procedure mysql.rds_show_configuration to username;

次のトピックでは、MySQL 互換データベースで使用可能な各サポート スクリプトをダウンロード、確
認、実行する方法について説明します。また、スクリプト出力を確認して AWS Support ケースにアップ
ロードする方法についても説明します。

トピック
• awsdms_support_collector_MySQL.sql スクリプト (p. 742)

awsdms_support_collector_MySQL.sql スクリプト
awsdms_support_collector_MySQL.sql スクリプトをダウンロードします。

このスクリプトは、MySQL 互換データベース設定に関する情報を収集します。スクリプトのチェックサ
ムを必ず検証し、チェックサムが検証する場合は、スクリプト内の SQL コードを確認して、実行しにく
いコードをコメントアウトします。スクリプトの整合性と内容に納得できたら、スクリプトを実行できま
す。

コマンドラインを使用してデータベース環境に接続した後、スクリプトを実行します。

このスクリプトを実行して結果を Support ケースにアップロードするには

1. mysql コマンドを使用してデータベースに接続します。

mysql -h hostname -P port -u username database-name

2. 次の mysql source コマンドを使用してスクリプトを実行します。

mysql> source awsdms_support_collector_MySQL_compatible_DB.sql

生成されたレポートを確認し、共有しにくい情報をすべて削除します。コンテンツが共有できるよう
になったら、ファイルをAWS Support ケースにアップロードします。ファイルのアップロードの詳細
については、「AWS DMS での診断サポート スクリプトの操作 (p. 736)」をご参照ください。

Note

• MySQL 互換データベースの診断サポート スクリプト  (p. 741) で説明する必要な権限を持つ
ユーザーアカウントをすでにお持ちの場合、既存のユーザーアカウントを使用してスクリプト
を実行することもできます。

• スクリプトを実行する前に、必ずデータベースに接続してください。
• スクリプトは、テキスト形式で出力を生成します。
• セキュリティのベストプラクティスを念頭に置いて、この MySQL 診断 Support スクリプトの

実行専用に新しいユーザーアカウントを作成する場合は、スクリプトが正常に実行された後、
このユーザーアカウントを削除することをお勧めします。

PostgreSQL 診断 Support スクリプト
以下に、AWS DMS マイグレーション設定で PostgreSQL RDBMS (オンプレミス、Amazon RDS、または 
Aurora PostgreSQL) を分析するために使用できる診断サポート スクリプトについて説明します。これらの
スクリプトは、ソース エンドポイントまたはターゲット エンドポイントで使用できます。スクリプトはす
べて psql コマンドライン ユーティリティで実行するように記述されています。
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これらのスクリプトを実行する前に、使用するユーザーアカウントに PostgreSQL RDBMS へのアクセス
許可があることを確認してください。

• PostgreSQL 10.x 以降 — pg_catalog.pg_ls_waldir 関数の実行許可を持つユーザーアカウント。
• PostgreSQL 9.x 以前 — デフォルト許可を持つユーザーアカウント。

これらのスクリプトを実行するには、適切な許可を持つ既存のアカウントを使用することをお勧めしま
す。

これらのスクリプトを実行するために新しいユーザーアカウントを作成するか、既存のアカウントに許可
を付与する必要がある場合は、PostgreSQL バージョンに基づく任意の PostgreSQL RDBMS に対して次の 
SQL コマンドを実行できます。

PostgreSQL 10.x 以降のデータベースに対してこれらのスクリプトを実行する許可をアカウント
に付与するには

• 以下のいずれかを実行します。

• 新しいユーザーアカウントの場合は、以下を実行します。

CREATE USER script_user WITH PASSWORD 'password';
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_ls_waldir TO script_user;

• 既存のユーザーアカウントの場合は、以下を実行します。

GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_ls_waldir TO script_user;

PostgreSQL 9.x 以前のデータベースに対してこれらのスクリプトを実行する許可をアカウントに
付与するには

• 以下のいずれかを実行します。

• 新しいユーザーアカウントでは、デフォルトのアクセス許可を使用して以下を実行します。

CREATE USER script_user WITH PASSWORD password;

• 既存のユーザーアカウントの場合は、既存の許可を使用します。

Note

これらのスクリプトは、PostgreSQL 9.x 以前のデータベースの WAL サイズの検索に関連する特
定の機能をサポートしていません。詳細については、AWS Supportをご参照ください。

次のトピックでは、PostgreSQL で使用可能な各 Support スクリプトのダウンロードおよび確認、実行方
法について説明します。また、スクリプト出力を確認して、AWS Support ケースにアップロードする方法
についても説明します。

トピック
• awsdms_support_collector_postgres.sql スクリプト (p. 743)

awsdms_support_collector_postgres.sql スクリプト
awsdms_support_collector_postgres.sql スクリプトをダウンロードします。
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このスクリプトは PostgreSQL データベースの設定に関する情報を収集します。スクリプトのチェックサ
ムを必ず確認してください。チェックサムが検証する場合は、スクリプト内の SQL コードを確認して、実
行しにくいコードをコメントアウトします。スクリプトの整合性と内容に納得できたら、スクリプトを実
行できます。

Note

このスクリプトは、psql クライアントバージョン 10 以降で実行できます。

次の手順を使用して、データベース環境またはコマンドラインからこのスクリプトを実行できます。いず
れの場合も、後でファイルを AWS Support にアップロードできます。

このスクリプトを実行して結果を Support ケースにアップロードするには

1. 以下のいずれかを実行します。

• 次の psql コマンドラインを使用して、データベース環境からスクリプトを実行します。

dbname=# \i awsdms_support_collector_postgres.sql

次のプロンプトで、移行するスキーマの名前を 1 つだけ入力します。

次のプロンプトで、データベースに接続するように定義しているユーザー名 (script_user)を入力
します。

• コマンドラインから直接、次のスクリプトを実行します。このオプションは、スクリプトの実行前
のプロンプトを回避します。

psql -h database-hostname -p port -U script_user -d database-name -f 
 awsdms_support_collector_postgres.sql

2. 出力 HTML ファイルを確認し、共有しにくい情報をすべて削除します。HTML の共有に納得できた
ら、ファイルを AWS Support ケースにアップロードします。ファイルのアップロードの詳細について
は、「AWS DMS での診断サポート スクリプトの操作 (p. 736)」をご参照ください。

AWS DMS診断サポート AMI との連携
での作業中にネットワーク関連の問題が発生した場合AWS DMS、サポートエンジニアがネットワーク構
成に関する詳細情報を必要とする場合があります。AWS Support が可能な限り短時間で必要な情報を可
能な限り多く取得できるようにします。そのため、AWS DMSネットワーク環境をテストするための診断
ツールを備えたビルド済みの Amazon EC2 AMI を開発しました。

Amazon マシンイメージ (AMI) にインストールされる診断テストには、以下が含まれます。

• 仮想プライベートクラウド (VPC)
• ネットワークパケットロス
• ネットワークレイテンシー*
• 最大送信単位 (MTU) サイズ

トピック
• Amazon EC2 インスタンスの起動AWS DMS (p. 745)
• IAM ロールの作成 (p. 745)
• 診断テストを実行する (p. 746)
• 次のステップ (p. 749)
• リージョン別の AMI ID (p. 749)
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Note

Oracle ソースでパフォーマンスの問題が発生した場合は、Oracle REDO ログまたはアーカイブロ
グの読み取りパフォーマンスを評価して、パフォーマンスを向上させる方法を見つけることがで
きます。詳細については、「Oracle REDO ログまたはアーカイブログの読み取りパフォーマンス
の評価 (p. 723)」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスの起動AWS DMS
このセクションでは、新しい Amazon EC2 インスタンスを起動 Amazon EC2 インスタンスを起動する方
法については、Amazon EC2 ユーザーガイド Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方法を参照してくだ
さい。

Amazon EC2 インスタンスを起動

• [Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ (Amazon 
マシンイメージ))) で、DMS-DIAG-AMI AMI を検索します。コンソールにログオンしている場合は、こ
のクエリで AMI を検索できます。AWSお住まいの地域の診断 AMI の AMI ID については、リージョン別
の AMI ID (p. 749)以下を参照してください。

• インスタンスタイプには、t2.micro を選択することをお勧めします。
• ネットワーク設定には、レプリケーションインスタンスが使用しているのと同じ VPC を選択します。

インスタンスがアクティブになったら、インスタンスに接続します。Amazon EC2 Linux インスタンスに
接続する方法については、Linux インスタンスConnect するを参照してください。

IAM ロールの作成
必要最小限のアクセス権限を使用してレプリケーションインスタンスで診断テストを実行する場合は、次
のアクセス権限ポリシーを使用する IAM ロールを作成します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dms:DescribeEndpoints", 
                "dms:DescribeTableStatistics", 
                "dms:DescribeReplicationInstances", 
                "dms:DescribeReplicationTasks", 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}   
     

ロールを新しい IAM ユーザーにアタッチします。IAM ロール、ポリシー、ユーザーの作成について
は、IAM ユーザーガイドの以下のセクションを参照してください。

• IAM の使用開始
• IAM ロールの作成
• IAM ポリシーの作成
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診断テストを実行する
Amazon EC2 インスタンスを作成して接続したら、以下を実行してレプリケーションインスタンスで診断
テストを実行します。

1. AWSCLI を設定します。

$ aws configure

AWS診断テストを実行するために使用するユーザーアカウントの認証情報を入力します。VPC とレプ
リケーションインスタンスのリージョンを指定します。

2. AWS DMSお住まいの地域で利用可能なタスクを表示します。サンプルリージョンを自分のリージョ
ンに置き換えます。

$ dms-report -r us-east-1 -l

このコマンドは、タスクのステータスを表示します。

3. タスクエンドポイントと設定を表示します。<DMS-Task-ARN>タスクの Amazon リソースネーム 
(ARN) に置き換えてください。

$ dms-report -t <DMS-Task-ARN>

このコマンドは、タスクのエンドポイントと設定を表示します。
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4. 診断テストを実行します。<DMS-Task-ARN>タスク ARN に置き換えてください。

$ dms-report -t <DMS-Task-ARN> -n y

このコマンドは、レプリケーションインスタンスの VPC、ネットワークパケット転送、ネットワーク
レイテンシー、ネットワーク最大伝送ユニット (MTU) サイズに関する診断データを表示します。
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次のステップ
次のセクションでは、ネットワーク診断テストの結果に基づくトラブルシューティング情報について説明
します。

VPC テスト
このテストでは、Amazon EC2 インスタンスがレプリケーションインスタンスと同じ VPC 内にあること
を確認します。診断用 Amazon EC2 インスタンスがレプリケーションインスタンスと同じ VPC にない場
合は、それを終了して正しい VPC で再度作成してください。Amazon EC2 インスタンスの VPC は、作成
後に変更することはできません。

ネットワークパケットロステスト
このテストでは、次のエンドポイントに 10 個のパケットを送信し、パケット損失を確認します。

• ポート 80 のAWS DMS Amazon EC2 メタデータサービス
• ソースエンドポイント
• ターゲットエンドポイント

すべてのパケットは正常に到着するはずです。パケットが失われた場合は、ネットワークエンジニアに相
談して問題を特定し、解決策を見つけてください。

ネットワークレイテンシーテスト
このテストでは、前のテストと同じエンドポイントに 10 個のパケットを送信し、パケットの遅延を確認
します。すべてのパケットの遅延は 100 ミリ秒未満でなければなりません。遅延が 100 ミリ秒を超えるパ
ケットがある場合は、ネットワークエンジニアに相談して問題を特定し、解決策を見つけてください。

最大送信単位 (MTU) サイズテスト
このテストでは、前のテストと同じエンドポイントで Traceroute ツールを使用して MTU サイズを検出し
ます。テスト対象のすべてのパケットの MTU サイズが同じである必要があります。MTU サイズが異なる
パケットがある場合は、システムの専門家に相談して問題を特定し、解決策を見つけてください。

リージョン別の AMI ID
次の表は、お住まいの地域の AMS 診断 AMI の AMI ID を示しています。

リージョン イメージ ID

米国東部 (オハイオ) ami-0f9c6801e8 cab9399

米国西部 (オレゴン) ami-01 ceeab889d966e16

米国東部 (バージニア北部) ami-0617285 c8257 e8f

米国西部 (北カリフォルニア) ami-0983b989d0a31ed55

カナダ (中部) ami-0ba9380b30 eee288

欧州 (アイルランド) ami-05959 fe4 fcc 448f01

欧州 (ロンドン) ami-0 de91 dfa 18b 365 c04
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リージョン イメージ ID

欧州 (パリ) ami-0844 ecd26f2 cc 9073

欧州 (フランクフルト) ami-09bc69e6da9f3adf4

欧州 (ストックホルム) ami-01da340b09bf5ab78

欧州 (ミラノ) ami-0dcfc51c17cfe7727

欧州 (スペイン) ami-0461c0b2e391c1280

アジアパシフィック (シンガポール) ami-04150ffe00fe00fe300d6

アジアパシフィック (シドニー) ami-049c1d1a9d72 BACE

アジアパシフィック (ジャカルタ) ami-02189a4b8d3b2ee23

アジアパシフィック (香港) ami-0543 ae06eff17cb07

アジアパシフィック (東京) ami-07b91e8e25d7b7890

アジアパシフィック (ソウル) ami-0657 ad8 cb9b5cf71c

アジアパシフィック (大阪) ami-01ccf3e974933 afdc

アジアパシフィック (ムンバイ) ami-0d9fa24 bbb8225e60

中東 (アラブ首長国連邦) ami-0e3dcf51dfe58929b

中東 (バーレーン) ami-0 faad 6f64101607 f5

南米 (サンパウロ) ami-097 dd866777097d96
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AWSDatabase Migration Service と
を使用した大規模データストアの移
行AWS Snowball Edge

大規模データの移行にはかなり大量のテラバイトの情報が含まれることがあります。このプロセスは、
ネットワークの帯域幅制限だけでなく膨大な量のデータというだけでも面倒な作業になることがありま
す。AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、AWS Snowball Edge とAmazon S3を使用して、他
の方法に比べてより高速に大規模データベースを移行することができます。

AWS Snowball Edgeは、 faster-than-network クラウド上に高速でデータを転送するために使用できる
エッジデバイスを提供するAWSサービスです。エッジデバイスは、大量のオンボードストレージを備え
た AWS 所有のアプライアンスです。256 ビット暗号化とデータのセキュリティと完全な保管継続性を確
保するための業界標準スタンダードであるトラステッド プラットフォームモジュール (TPM) を使用しま
す。AWS Snowball Edge には、多くの追加機能や特徴があります。詳細については、 AWS Snowballエッ
ジ デベロッパー ガイドの「AWS Snowball Edgeとは何か?」をご参照ください。

Amazon S3 は AWS ストレージおよび取得サービスです。Amazon S3 にオブジェクトを保管するには、
バケットに保管したいファイルをアップロードします。ファイルをアップロードする際に、オブジェクト
だけにではなく、いずれのメタデータにも権限を設定することができます。詳細については、S3 ドキュメ
ントをご参照ください。

Edge デバイスを使用する際、データ移行プロセスには以下のステージが含まれます。

1. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データをローカルに摘出して Edge デバイス
に移動します。

2. エッジデバイスは送付するか、または AWS にデバイスを返送します。
3. AWS が商品を受け取ると、エッジデバイスは自動的にデータを Amazon S3 バケットにロードします。
4. AWS DMS はファイルを受け取り、データをターゲット データストアに移行します。変更データキャプ

チャ (CDC) を使用している場合、これらの更新は Amazon S3バケットに書き込まれてからターゲット 
データストアに適用されます。

このセクションでは、エッジデバイスを使用して AWS SCT と AWS DMS でリレーショナルデータベー
スを移行する方法について学習できます。また、エッジデバイスと AWS SCT を使用して、オンプレミ
ス データウェアハウスを AWS クラウドに移行することもできます。データウェアハウスの移行の詳細
については、AWSSchema Conversion Tool ユーザーガイドの「オンプレミス データウェアハウスから 
Amazon Redshift にデータ移行」をご参照ください。

トピック
• AWS DMSおよびを使用した大規模データストアの移行の概要AWS Snowball Edge (p. 752)
• AWS DMSおよびを使用して大規模データストアを移行する際の前提条件AWS Snowball 

Edge (p. 753)
• 移行チェックリスト (p. 753)
• tep-by-step AWS DMSを使用してデータを移行する手順AWS Snowball Edge (p. 755)
• AWS Snowball Edgeおよびを使用する際の制限事項AWS DMS (p. 770)

Note

AWS DMS でデータを移行する AWS Snowcone デバイスを使用することはできません。
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プロセスの概要

AWS DMSおよびを使用した大規模データストアの
移行の概要AWS Snowball Edge

AWS DMS と AWS Snowball Edge を使用するプロセスには、オンプレミス アプリケーションと AWS 
Managed Servicesの両方が組み込まれています。用語のローカルとリモートは、これらのコンポーネント
を区別するために使用します。

ローカルコンポーネントには次が含まれています。

• AWS SCT
• AWS DMS エージェント (オンプレミスで作動する AWS DMS のローカルバージョン)
• AWS Snowball Edge デバイス

リモートコンポーネントには次が含まれています。

• Amazon S3
• AWS DMS

このセクションでは、エッジデバイスを使用して 1 step-by-step つまたは複数のデバイスを使用してAWS 
DMSで移行を設定、インストール、管理する方法について学習できます。

次の図に示しているのは、この移行プロセスの概要です。

移行には、DMS エージェントを使用して Edge デバイスにデータを移動するローカルなタスクが含まれ
ています。エッジデバイスがロードされたら、デバイスを AWS に返送します。複数の Edge デバイスが
ある場合には、一時または別々に返送することができます。AWS がエッジデバイスを受け取ると、AWS 
DMS を使用したリモートタスクで AWS のターゲットデータストアにデータがロードされます。

ローカルデータストアから AWS データストアに移行するには、次のステップで行います：

1. AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用して、Snowball Edge Storage Optimized で S3 
にデータをインポートする新しいジョブを作成します。ジョブには、お客様の住所にデバイスを送信す
るリクエストが含まれます。

2. AWS にアクセスできるローカルマシンに AWS SCT をセットアップします。別のローカルマシンに 
Snowball Edge クライアントをインストールします。

詳細についてはAWS SCT、『AWSSchema Conversion Tool ユーザーガイド』AWS SCTの「インス
トール」を参照してください。Snowball Edge クライアントツールの詳細については、『Edge 開発者
ガイド』の「Snowball Edge クライアントのダウンロードとインストール」を参照してください。AWS 
Snowball
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前提条件

3. エッジデバイスが到着したら、電源を入れて接続し、クライアントツールでロックを解除します。 
step-by-step 詳細については、『Edge 開発者ガイド』の「AWSSnowballAWS Snowball Edge 入門」を
参照してください。

4. データソース用 Open Database Connectivity (ODBC) ドライバーをインストールします。エッジクライ
アントツールがあるマシンにこれらを配置します。

5. エッジクライアントツールがあるマシンにホストされる AWS DMS エージェントをインストールして設
定します。詳細については、「ステップ 5: AWS DMS エージェントをインストールする (p. 761)」を
参照してください。

AWS DMSエージェントは、ソースデータベース、AWS SCTAWS、およびに接続できる必要がありま
すAWS Snowball Edge。AWS DMS エージェントは次の Linux プラットフォームのみでサポートされま
す。
• Red Hat Enterprise Linux バージョン 6.2～6.8、7.0、7.1 (64 ビット)
• SUSE Linux バージョン 12 (64 ビット)

AWS DMS エージェントは AWS SCT インストールパッケージに含まれていますが、これらを同じ場所
に配置しないことが最適です。DMS エージェントは、AWS SCT をインストールしたマシン以外のマシ
ンにインストールするレコメンデーションをさせていただきます。

6. AWS SCTの説明に従って、で新しいプロジェクトを作成しますtep-by-step AWS DMSを使用してデー
タを移行する手順AWS Snowball Edge (p. 755)。

7. AWS Snowball Edgeの説明に従ってデバイスを使用するように設定しますAWS SCTtep-by-step AWS 
DMSを使用してデータを移行する手順AWS Snowball Edge (p. 755)。

8. AWS DMSAWS SCTの説明に従ってエージェントを登録しますtep-by-step AWS DMSを使用してデータ
を移行する手順AWS Snowball Edge (p. 755)。

9. の説明に従って、SCTAWS DMS でローカルとタスクを作成しますtep-by-step AWS DMSを使用して
データを移行する手順AWS Snowball Edge (p. 755)。

10.の説明に従って、SCTtep-by-step AWS DMSを使用してデータを移行する手順AWS Snowball 
Edge (p. 755) でタスクを実行して監視します。

AWS DMSおよびを使用して大規模データストアを
移行する際の前提条件AWS Snowball Edge

移行プロセスを開始する前に、以下の前提条件を満たす必要があります。

• AWS SCT の基本操作を理解しています。
• 移行のために使用する 1 つ以上の S3 バケットがある、あるいは作成できます。
• S3 バケットと同じ AWS リージョンに AWS DMS レプリケーション インスタンスがあります。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) の使用に慣れていること。
• AWS Snowball Edge デベロッパーガイドを把握したこと。

移行チェックリスト
移行中の操作を容易にするには、次のチェックリストを使用して移行中に必要な項目のリストを作成する
ことができます。

----------------------------------------------------------------
DMS Migration Checklist
---------------------------------------------------------------- 
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移行チェックリスト

   This checklist is for my schemas named:   

   The database engine that my schemas reside on is:   

---------------------------------------------------------------- 

   AWS Region for the migration:  

   Name of migration job that you created in the AWS Snowball Management Console:   

   S3 bucket (and folder) for this job:   

   IAM role that has access to the S3 Bucket and the target database on AWS:   

---------------------------------------------------------------- 

   Path to the installation directory of AWS SCT (needed for a future step):   

   Name/IP of Machine #1 (SCT):   

   Name/IP of Machine #2 (Connectivity):   

---------------------------------------------------------------- 

   IP address of your Snowball Edge:   

   Port for the Snowball Edge:  

   Unlock code for the Snowball Edge device:   

   Path to the manifest file:   

   Output of the command snowballEdge get-secret-access-key: 
      AWS access key ID:   
      AWS secret access Key:   

---------------------------------------------------------------- 

   Confirm ODBC drivers is installed on Machine #2 (Connectivity):   

---------------------------------------------------------------- 

   Confirm DMS Agent is installed on Machine #2 (Connectivity):   

   Confirm DMS Agent is running two processes:   

   DMS Agent password:   

   DMS Agent port number:   

   Confirm that your firewall allows connectivity:   

---------------------------------------------------------------- 

   Name of SCT project:

---------------------------------------------------------------- 

   Confirm that DMS Agent is registered with SCT:   

   New agent or service profile name that you provided:   

---------------------------------------------------------------- 

   Confirm local and DMS task exists:   
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Step-by-step プロシージャ

   Task name that you provided:   

---------------------------------------------------------------- 

   Confirm:  

      DMS Agent connects to the following: 
         __ The source database 
         __ The staging S3 bucket 
         __ The Edge device 

      DMS task connects to the following: 
         __ The staging  S3 bucket 
         __ The target database on AWS

---------------------------------------------------------------- 

   Confirm the following: 
      __ Stopped Edge client 
      __ Powered off Edge device 
      __ Returned Edge device to AWS 
   

tep-by-step AWS DMSを使用してデータを移行する
手順AWS Snowball Edge

次のセクションでは、移行タイプについての詳細を説明します。

トピック
• ステップ 1: AWS Snowball Edge ジョブを作成する (p. 755)
• ステップ 2: AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) をダウンロードしてインストールす

る (p. 756)
• ステップ 3:AWS Snowball Edge デバイスのロック解除 (p. 756)
• ステップ 4: ODBC ドライバーで AWS DMS エージェントホストを設定する (p. 758)
• ステップ 5: AWS DMS エージェントをインストールする (p. 761)
• ステップ 6: 新しい AWS SCT プロジェクトを作成する (p. 763)
• ステップ 7:AWS SCT を使用するように設定するAWS Snowball Edge (p. 764)
• ステップ 8: AWS SCT に AWS DMS エージェントを登録する (p. 767)
• ステップ 9: ローカルおよび AWS DMS タスクを作成する (p. 767)
• ステップ 10: SCT でタスクを実行してモニタリングする (p. 768)

ステップ 1: AWS Snowball Edge ジョブを作成する
AWS Snowball エッジ デベロッパーガイドのAWS Snowball Edge デバイスのスタート方法セクションに
説明されているステップを実行します。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を開き、Amazon 
S3 へのインポートに新しいジョブを作成します。

通常の Snowball デバイスでは AWS DMS がサポートされていないため、AWS Snowball Edge デバイスを
必ずリクエストしてください (AWS Snowball Edgeストレージの最適化)。残りの設定については、画面の
指示に従います。ジョブを作成する前に、設定を確認する機会があります。
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ステップ 2: AWS Schema Conversion Tool (AWS 

SCT) をダウンロードしてインストールする

ステップ 2: AWS Schema Conversion Tool (AWS 
SCT) をダウンロードしてインストールする
エッジデバイスに加えて、2 つのローカルマシンでこのプロセスを実行する必要があります。

AWS Schema Conversion Toolアプリケーションをダウンロードして、AWSにアクセスできるローカルマ
シンにこれをインストールします。互換性のあるオペレーティングシステムに関する情報を含む手順につ
いては、『AWSSchema Conversion Tool ユーザーガイド』AWS SCTの「インストール、検証、更新」を
参照してください。

AWS DMS エージェントをインストールする予定の別のマシンで、AWSSnowball エッジ リソースから
AWS Snowball Edgeクライアントをダウンロードし、インストールします。

このステップが完了したら、2 つのマシンがあることになります：

• AWS SCT がインストールされたマシン 1 (SCT)
• 移行するデータベース用に AWS DMS エージェントおよび ODBC ドライバーをインストールする予定

の、エッジクライアントがある、マシン 2 (接続)

ステップ 3:AWS Snowball Edge デバイスのロック解
除
エッジデバイスが到着したら、使用の準備を行います。

AWS SnowballエッジデベロッパーガイドのAWS Snowball エッジ デバイスのスタート方法セクションに
説明されているステップを行います。

また、AWSSnowball エッジ のスタート方法マーケティングページで多くのリソースをチェックしてくだ
さい。

デバイスの電源を入れ、ローカルネットワークに接続し、エッジデバイスの IP アドレスを記録し、ロック
解除コードとマニフェストファイルを AWS Snowball Edge コンソールから入手します。コンソールで、
使用するジョブ、ジョブの詳細を表示、認証情報 の順に選択します。クライアントロック解除コードとマ
ニフェストファイルの両方を保存します。
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ステップ 3:AWS Snowball Edge デバイスのロック解除

エッジデバイス画面で、エッジデバイスの IP を[Connection] (接続) タブから読み取ります。次に、IP と認
証情報で snowballEdge unlock コマンドを使用して、デバイスをロック解除します。次の例は、この
コマンドのサンプル構文を示しています。

snowballEdge unlock -i IP_Address -m Local_path_to_manifest_file -
u 29_character_unlock_code

次がサンプルのコマンドです。

snowballEdge unlock \ 
    -i 192.0.2.0 \ 
    -m /Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin \ 
    -u 12345-abcde-12345-ABCDE-12345

最後に、エッジ クライアントを使用してデバイスからAWS Snowball Edge アクセスキーを取得します。
以下に示すのは、アクセスキーを取得するコマンドの入力および出力の例です。

入力例

snowballEdge list-access-keys \ 
    --endpoint https://192.0.2.0 \ 
    --manifest-file Path_to_manifest_file \ 
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ステップ 4: ODBC ドライバーで AWS 
DMS エージェントホストを設定する

    --unlock-code 12345-abcde-12345-ABCDE-12345

出力例

{ 
    "AccessKeyIds" : [ "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" ]
}

以下に示すのは、シークレットキーを取得するコマンドの入力および出力の例です。

入力例

snowballEdge get-secret-access-key \ 
    --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE \ 
    --endpoint https://192.0.2.0 \ 
    --manifest-file /Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin \ 
    --unlock-code 12345-abcde-12345-ABCDE-12345

出力例

[snowballEdge]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

AWS Snowball Edge が使用可能になると、AWS CLI あるいは S3 SDK Adapter for Snowball を使用して、
直接やり取りできるようになります。また、このアダプタはエッジデバイスでも使用できます。

ステップ 4: ODBC ドライバーで AWS DMS エージェ
ントホストを設定する
エッジクライアントがすでにインストールされているステップ 2 のマシン 2 (接続) を使用して、必要な 
ODBC ドライバーをインストールします。これらのドライバーは、ソースデータベースに接続するために
必要です。必要なドライバーは、データベースエンジンによって異なります。以下のセクションでは、各
データベースエンジンについて説明します。

トピック
• Oracle (p. 758)
• Microsoft SQL Server (p. 759)
• ASE SAP Sybase (p. 759)
• MySQL (p. 759)
• PostgreSQL (p. 760)
• DB2 LUW (p. 760)

Oracle
Oracle Instant Client for Linux (x86-64) バージョン 11.2.0.3.0 以降をインストールします。

さらに、まだシステムに含まれていない場合は、$ORACLE_HOME\lib directory にシンボリックリン
クを作成する必要があります。このリンクは libclntsh.so という名前で、このファイルの特定のバー
ジョンを指す必要があります。たとえば、Oracle 12c クライアントでは次を使用します。

lrwxrwxrwx 1 oracle oracle 63 Oct 2 14:16 libclntsh.so ->/u01/app/oracle/home/lib/
libclntsh.so.12.1 
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ステップ 4: ODBC ドライバーで AWS 
DMS エージェントホストを設定する

LD_LIBRARY_PATH環境変数は Oracle lib ディレクトリに追加し、エージェントインストールの
binsite_arep_login.sh フォルダの下のスクリプトに追加する必要があります。このスクリプトが存在
しない場合は追加します。

vi /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/bin/site_arep_login.sh

export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/12.2/client64;  
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib

Microsoft SQL Server
Microsoft ODBC ドライバーをインストールします。

ODBC 17ドライバーについては、エージェントインストールの binsite_arep_login.sh フォルダーに
あるスクリプトを、このセクションのコードで更新します。

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/microsoft/msodbcsql17/lib64/

ODBC 17 より前の ODBC ドライバーについては、site_arep_login.sh スクリプトを次のコードで更
新します。

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/microsoft/msodbcsql/lib64/

ASE SAP Sybase
SAP Sybase ASE ODBC 64 ビットクライアントがインストールされている必要があります。

インストールディレクトリがの場合/opt/sap、エージェントインストールの binsite_arep_login.sh
フォルダにあるスクリプトを次のように更新します。

export SYBASE_HOME=/opt/sap
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$SYBASE_HOME/DataAccess64/ODBC/lib:$SYBASE_HOME/
DataAccess/ODBC/lib:$SYBASE_HOME/OCS-16_0/lib:$SYBASE_HOME/OCS-16_0/lib3p64:$SYBASE_HOME/
OCS-16_0/lib3p 
                 

/etc/odbcinst.ini ファイルには次のエンジンが含まれている必要があります。

[Sybase]
Driver=/opt/sap/DataAccess64/ODBC/lib/libsybdrvodb.so
Description=Sybase ODBC driver 
                 

MySQL
MySQL Connector/ODBC for Linux バージョン 5.2.6 以降をインストールします。

次の例に示すように、/etc/odbcinst.ini ファイルに MySQL 用のエントリが含まれていることを確認
します。

[MySQL ODBC 5.2.6 Unicode Driver]
Driver = /usr/lib64/libmyodbc5w.so  
UsageCount = 1 

/etc/odbcinst.ini ファイルには、ユーザーが利用できる ODBC ドライバに関する情報が含まれており、手動
で編集できます。必要に応じて、次の例に示すように、odbcinst –j コマンドで /etc/odbcinst.ini
ファイルを検索できます。
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$ odbcinst -j

DRIVERS............: /etc/odbcinst.ini

PostgreSQL
postgresql94-9.4.4-1PGDG.OS Version.x86_64.rpm をインストー
ルします。このパッケージには psql 実行可能ファイルが含まれます。たとえ
ば、postgresql94-9.4.4-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm は Red Hat 7 に必要なパッケージです。

OS version がエージェントマシンの OS である場合には、Linux 向け ODBC ドライバー
postgresql94-odbc-09.03.0400-1PGDG.OS version.x86_64 以降をインストールします。たとえ
ば、postgresql94-odbc-09.03.0400-1PGDG.rhel7.x86_64 は Red Hat 7 に必要なクライアントで
す。

次の例に示すように、/etc/odbcinst.ini ファイルに PostgreSQL 用のエントリが含まれていることを
確認します。

[PostgreSQL]
Description = PostgreSQL ODBC driver
Driver = /usr/pgsql-9.4/lib/psqlodbc.so  
Setup = /usr/pgsql-9.4/lib/psqlodbcw.so  
Debug = 0  
CommLog = 1  
UsageCount = 2

DB2 LUW
IBM DB2 for LUW ドライバーをエージェントマシンにインストールするには、次の手順を行います：

• 適切なバージョンの IBM Data Server クライアントを AWS DMS エージェントマシンにインストールし
ます:
• IBM DB2 for LUW 10.5 の場合は、クライアントバージョン 10.5 をインストールします。
• IBM DB2 for LUW 11.1 および 11.5の場合は、クライアントバージョン 11.1 をインストールします。

• DB2 サーバーソフトウェアをダウンロードして解凍します。例えば、IBM DB2 for LUW バージョン 
10.5 バージョン 10.5v10.5fp9_linuxx64_server_t.tar.gz のパッケージは、

• db2_install command を使用して DB2 クライアントをインストールします。プロンプトが表示され
たら、CLIENT インストールを選択します。

• AWS DMS エージェントマシンで、次のコマンドを実行して DB2 インスタンスを作成します：

adduser <db2_instance_name>
/opt/ibm/db2/V10.5/instance/db2icrt <db2_instance_name>

例:

adduser db2inst1
/opt/ibm/db2/V10.5/instance/db2icrt db2inst1

• DB2 ドライバの場所を Linux ライブラリパスに追加します。これを行うには、以下の行を site_ 
arep_login.sh ファイルに追加します:

export DB2_HOME=<db2_dirver_path>
export DB2INSTANCE=<db2_instance_name>
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$DB2_HOME/lib64:$DB2_HOME/lib64/gskit_db2
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ステップ 5: AWS DMS エージェントをインストールする

例:

export DB2_HOME=/opt/ibm/db2/V10.5
export DB2INSTANCE=db2inst1
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$DB2_HOME/lib64:$DB2_HOME/lib64/gskit_db2

• 次の例に示すように、/etc/odbcinst.ini ファイルにIBM DB2 LUW用のエントリが含まれているこ
とを確認します：

[IBM DB2 ODBC DRIVER]
Driver = /opt/ibm/db2/V10.5/lib64/libdb2o.so  
fileusage=1
dontdlclose=1

• AWS DMS エージェントを再起動するには、/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-
agent/bin ディレクトリで次のコマンドを実行します：

./aws-schema-conversion-tool-dms-agent restart

ステップ 5: AWS DMS エージェントをインストール
する
エッジクライアントおよび ODBC ドライバーがすでにインストールされているステップ 2 のマシン 2 
(接続) を使用して、AWS DMS エージェントをインストールして設定します。AWS DMS エージェント
は、AWSSchema Conversion Tool ユーザーガイドで説明されているAWS SCTインストールパッケージの
パートをなします。

このステップが完了したら、2 つのローカルマシンが準備できている必要があります。

• AWS SCT がインストールされたマシン 1 (SCT)
• エッジクライアント、ODBC ドライバー、および DMS エージェントがインストールされたマシン 2 (接

続)

AWS DMS エージェントをインストールするには

1. AWS SCT インストールディレクトリで、aws-schema-conversion-tool-dms-agent-X.X.X-
XX.x86_64.rpm という名前の RPM ファイルを見つけます。

これを AWS DMS エージェントマシンであるマシン 2 (接続) にコピーします。SCT と DMS エージェ
ントは別々のマシンにインストールされている必要があります。AWS DMSエージェントはエッジク
ライアントおよび ODBC ドライバーと同じマシンに配置する必要があります。

2. マシン 2 (接続) で、次のコマンドを実行して DMS エージェントをインストールします。アクセス許
可を簡単にするため、このコマンドを root ユーザーとして実行します。

sudo rpm -i aws-schema-conversion-tool-dms-agent-X.X.X-XX.x86_64.rpm

このコマンドは、/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent のデフォルトイ
ンストール場所を使用します。別の場所に DMS エージェントをインストールする場合は、次のオプ
ションを使用します。

sudo rpm --prefix installation_directory -i aws-schema-conversion-tool-dms-agent-X.X.X-
XX.x86_64.rpm
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3. AWS DMS エージェントが実行していることを確認するには、次のコマンドを使用します。

ps -ef | grep repctl

このコマンドの出力には、次の 2 つのプロセスが実行中であることが表示されます。

AWS DMS エージェントを設定するには、パスワードとポート番号を指定する必要があります。後で 
AWS DMS エージェントを AWS SCT に登録するためにこのパスワードを使用するため、失くさない
ようにします。AWS DMS エージェント用に未使用のポート番号を選び、AWS SCT 接続をリッスン
します。接続を許可するようにファイアウォールを設定しなければならない場合があります。

これから、configure.sh スクリプトを使用して AWS DMS エージェントを設定します。

sudo /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/bin/configure.sh

次のプロンプトが表示されます。パスワードを入力してください。プロンプトが表示されたら、確認
のためにパスワードをもう一度入力します。

Configure the AWS Schema Conversion Tool DMS Agent server
Note: you will use these parameters when configuring agent in AWS Schema Conversion 
 Tool

Please provide password for the server
Use minimum 8 and up to 20 alphanumeric characters with at least one digit and one 
    capital case character

Password:

出力は次のとおりです。ポート番号を入力します。

chown: missing operand after 'amazon:amazon'
Try 'chown --help' for more information.
/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/bin/repctl: 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libcom_err.so.3: no version 
    information available (required by 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libgssapi_krb5.so.2)
/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/bin/repctl: 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libcom_err.so.3: no version 
    information available (required by 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libkrb5.so.3)
[setserverpassword command] Succeeded

Please provide port number the server will listen on (default is 3554)
Note: you will have to configure your firewall rules accordingly
Port:             

出力は次のようになり、サービスが開始したことを確認します。

Starting service...
/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/bin/repctl: 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libcom_err.so.3: no version 
    information available (required by 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libgssapi_krb5.so.2)
/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/bin/repctl: 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libcom_err.so.3: no version 
    information available (required by 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libkrb5.so.3)
AWS Schema Conversion Tool DMS Agent was sent a stop signal
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AWS Schema Conversion Tool DMS Agent is no longer running
[service command] Succeeded
/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/bin/repctl: 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libcom_err.so.3: no version 
    information available (required by 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libgssapi_krb5.so.2)
/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/bin/repctl: 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libcom_err.so.3: no version 
    information available (required by 
    /opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-agent/lib/libkrb5.so.3)
AWS Schema Conversion Tool DMS Agent was started as PID 1608

AWS Command Line Interface (AWS CLI)のインストールが推奨されます。AWS CLI を使用して、AWS 
Snowball Edge を調査してデバイスに書き込まれたデータファイルを確認できます。エッジ デバイスにア
クセスするには、エッジから取得した AWS 認証情報を使用します。たとえば、次のコマンドを実行しま
す。

aws s3 ls --profile SnowballEdge --endpoint https://192.0.2.0 :8080 bucket-name --recursive

このコマンドによって以下の出力が生成されます。

2018-08-20 10:55:31 53074692 streams/load00000001000573E166ACF4C0/00000001.fcd.gz
2018-08-20 11:14:37 53059667 streams/load00000001000573E166ACF4C0/00000002.fcd.gz
2018-08-20 11:31:42 53079181 streams/load00000001000573E166ACF4C0/00000003.fcd.gz

AWS DMS エージェントを停止するには、/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-
agent/bin ディレクトリで次のコマンドを実行します。

./aws-schema-conversion-tool-dms-agent stop

AWS DMS エージェントを開始するには、/opt/amazon/aws-schema-conversion-tool-dms-
agent/bin ディレクトリで次のコマンドを実行します。

./aws-schema-conversion-tool-dms-agent start

ステップ 6: 新しい AWS SCT プロジェクトを作成す
る
次に、ソースとターゲットのデータベースを指定する新規の AWS SCT プロジェクトを作成します。詳細
については、AWSSchema Conversion Tool ユーザーガイドの「AWS Schema Conversion Toolプロジェク
トの作成方法」をご参照ください。

AWS SCT で新しいプロジェクトを作成するには

1. AWS SCT を起動し、ファイル、新しいプロジェクト の順に選択します。新しいプロジェクト ダイア
ログボックスが表示されます。

2. コンピュータにローカルに保存されているプロジェクトの名前を入力します。
3. ローカルプロジェクトファイルの場所を入力します。
4. OK を選択して、AWS SCT プロジェクトを作成します。
5. [Add source] (ソースの追加) を選択して、新しいソースデータベースをAWS SCT プロジェクトに追

加します。AWS SCT プロジェクトには、複数のソースデータベースを追加できます。
6. [Add target] (ターゲットの追加) を選択して、新しいターゲットプラットフォームを AWS SCT プロ

ジェクトに追加します。AWS SCT プロジェクトには、複数のターゲットプラットフォームを追加で
きます。
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ように設定するAWS Snowball Edge

7. 左側のパネルでソースデータベーススキーマを選択します。
8. 右側のパネルでは、選択したソーススキーマのターゲットデータベースプラットフォームを指定しま

す。
9. [Create mapping] (マッピングの作成) を選択します。このボタンは、ソースデータベーススキーマと

ターゲットデータベースプラットフォームを選択するとアクティブになります。

ステップ 7:AWS SCT を使用するように設定するAWS 
Snowball Edge
AWS DMSAWS DMSオンプレミスで動作するローカルエージェントを使用するには、AWS SCTサービス
プロファイルを更新する必要があります。

AWS DMS エージェントと連携するように AWS SCT プロファイルを更新するには

1. AWS SCT を起動します。
2. [設定]、[グローバル設定]、[AWSサービスプロファイル] を選択します。
3. [AWS新しいサービスプロファイルの追加] を選択します。
4. 以下のプロファイル情報を追加します。

パラメータ アクション

プロファイル名 コンピュータにローカルに保存されているプロジェクトの
名前を入力します。

AWSアクセスキー AWS アカウントの AWS アクセスキーと、移行に使用す
る予定の AWS リージョンを入力します。提供された認証
情報には、AWS の AWS Snowball Edge ジョブにアクセ
スする許可を受けたことが前提となります。

AWS シークレットキー AWS アカウントの AWS シークレットキーと、移行に使
用する予定の AWS リージョンを入力します。

リージョン 使用しているアカウントの AWS リージョンを選択しま
す。DMS レプリケーション インスタンスおよび、S3 バ
ケット、ターゲットデータストアは、この AWS リージョ
ンにある必要があります。

Amazon S3 バケットフォルダ AWS Snowball Edge ジョブを作成したときに割り当てら
れた S3 バケットの名前を入力します。

5. 情報を入力したら、[接続をテスト] を選択して Amazon S3AWS SCT バケットに接続できることを確
認します。

ポップアップウィンドウの OLTP Local & AWS DMS Data Migration セクションには、ステータスが
Pass (成功) であるすべてのエントリが表示されます。テストに失敗する場合、この失敗は使用してい
るアカウントに Amazon S3 バケットへのアクセス権限がないことが原因である可能性があります。
次の例は権限の一覧です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1607372356645", 
            "Action": [ 
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                "cloudwatch:Get*", 
                "cloudwatch:List*", 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "dms:*", 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem", 
                "dynamodb:CreateTable", 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:DeleteTable", 
                "dynamodb:DescribeLimits", 
                "dynamodb:DescribeReservedCapacity", 
                "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:DescribeTimeToLive", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:ListTables", 
                "dynamodb:ListTagsOfResource", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:UpdateItem", 
                "dynamodb:UpdateTable", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteTags", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcAttribute", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "glue:*", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetUserStatus", 
                "iam:GetUserStatus", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:PassRole", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ListAliases", 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "logs:AssociateKmsKey", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket", 

765



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
ステップ 7:AWS SCT を使用する

ように設定するAWS Snowball Edge

                "s3:PutObject", 
                "snowball:DescribeJob", 
                "snowball:GetJobManifest", 
                "snowball:GetJobUnlockCode", 
                "snowball:ListJobs" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

6. テストに成功した場合は、OK を選択してから、もう一度 OK を選択してウィンドウとダイアログ
ボックスを閉じます。

7. ジョブのインポート を選択してリストから AWS Snowball Edge ジョブを選び、OK を選択します。

これから、AWS Snowball Edge を使用するように AWS SCT を設定します。Snowballエッジ の IP アドレ
ス、デバイスの着信ポート (デフォルトでは 8080)、前に取得した AWS Snowball Edge アクセスキーおよ
びシークレットキーを入力します。OK を選択して変更を保存します。
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ステップ 8: AWS SCT に AWS DMS エージェントを
登録する
次に、AWS SCT に AWS DMS エージェントを登録します。次に、SCT はエージェントに接続を試み、ス
テータスが表示されます。エージェントが利用可能になると、ステータスがアクティブになります。

AWS DMS エージェントを登録するには

1. AWS SCT をスタートし、表示、データベース移行表示(ローカル& DMS)と選択します。
2. まずAWS SCT、[表示] を選択し、次に [データ移行ビュー (その他)] を選択します。次に [登録] を選択

します。
3. [説明] に、データ抽出エージェントの名前を入力します。
4. [ホスト名] に、データ抽出エージェントを実行するコンピューターの IP アドレスを入力します。
5. Port には、設定したリスニングポートを入力します。
6. [Register] (登録) を選択します。

ステップ 9: ローカルおよび AWS DMS タスクを作成
する
次に、 end-to-end 移行タスクであるタスクを作成します。このタスクには 2 つのサブタスクが含まれま
す。

• ローカルサブタスク – このタスクは、ソースデータベースからAWS Snowball Edgeアプライアンスへ
データを移行します。
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• AWS DMS サブタスク – このタスクは、アプライアンスから Amazon S3 バケットにデータを移動し、
ターゲットデータベースにこれを移行します。

Note

AWS Snowball Edge デバイスを使用する前に、移行をテストすることをお勧めします。これは 
AWS Snowball Edge デバイスにではなく Amazon S3 バケット に 1 つのテーブルなどのデータを
送信するタスクを設定することでテストできます。

end-to-end 移行タスクを作成するには

1. まずAWS SCT、[表示] を選択し、次に [データ移行ビュー (その他)] を選択します。
2. ソースデータベースのスキーマを表示する左のパネルで、移行するスキーマオブジェクトを選択しま

す。オブジェクトのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Create Local & DMS タスクを作成] 
(ローカルの DMS タスクを作成) を選択します。

3. [タスク名] に、データ移行タスクのわかりやすい名前を入力します。
4. 移行モードで、[抽出、アップロード、コピー] を選択します。
5. Amazon S3 設定を選択してください。
6. 「Snowball を使う」を選択します。
7. データ抽出エージェントがデータを保存できる Amazon S3 バケットのフォルダとサブフォルダを入

力します。
8. 作成を選択して、タスクを作成します。

ステップ 10: SCT でタスクを実行してモニタリングす
る
以下を含むエンドポイントへのすべての接続に成功したら、移行スクを開始できます。

• 以下に対する AWS DMS エージェントの接続。
• ソースデータベース
• ステージング Amazon S3 バケット
• エッジデバイス

• 以下に対する AWS DMS タスクの接続。
• ソースデータベース
• ステージング Amazon S3 バケット
• AWS 上のターゲットデータベース

すべての接続が正常に機能していれば、SCT コンソールは次のスクリーンショットのようになり、作業を
開始できます。
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以下の手順を使用して、移行を開始します。

移行タスクを開始するには

1. 移行タスクを選び、スタート を選択します。

2. AWS DMS エージェントをモニタリングするには、Show Log (ログの表示) を選択します。ログ詳細
には、エージェントサーバー (Agent Log) ログおよびローカル実行タスク (Task Log) ログが含まれ
ます。エンドポイントの接続はサーバーによって行われます。ローカルタスクが実行されていないた
め、タスクログがありません。接続の問題は、Agent Log (エージェントログ) タブで一覧表示されま
す。
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3. 移行タスクのステータスが 50 パーセントであることを確認します。AWS Snowball Edge コンソール
または AWS SCT を使用して、デバイスのステータスを確認できます。

ソーステーブルが AWS Snowball Edge アプライアンスにロードされたら、AWS SCT はタスクのス
テータスを更新して、50 パーセント完了と表示します。これは、タスクの残りの半分に AWS DMS 
が Amazon S3 からターゲットデータストアにデータを取り出すためです。

4. AWS Snowball Edge ドキュメントで説明されている手順に従い、Snowball クライアントを停止
し、Snowball Edge の電源をオフにするという名前のセクションからスタートします。これらのス
テップには、以下が含まれます。

• Snowball エッジ クライアントを停止する
• エッジデバイスの電源をオフにする
• エッジデバイスを AWS に返す

5. デバイスを AWS に返却したあとの移行の終了には、リモートタスクが完了するまでの待機が含まれ
ます。

AWS Snowball Edge アプライアンスが AWS に到着すると、リモート (DMS) タスクが実行をスター
トします。選択した移行タイプが [Migrate existing data] (既存データの移行) である場合、データが 
Amazon S3 からターゲットデータストアに転送された後で、AWS DMS タスクのステータスが 100％ 
完了と表示されます。

継続的なレプリケーションを含めるようにタスクモードを設定した場合、AWS DMS が継続的な変更
を適用している間、全ロードが完了してからもタスクは引き続き実行されます。

AWS Snowball Edgeおよびを使用する際の制限事
項AWS DMS

AWS Snowball エッジを使用する場合に、注意が必要ないくつかの制限があります。
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• すべての AWS SCT タスクでは、AWS DMS で 2 つのエンドポイント接続が作成されます。複数のタス
クを作成する場合、作成できるエンドポイントの数のリソース制限に達する可能性があります。

• スキーマは、AWS Snowball Edge を使用するときの最少のタスクスコープです。AWS Snowball Edge 
を使用して、個々のテーブルやサブネットを移行することはできません。

• AWS DMS エージェントは、HTTP/HTTPS または SOCKS プロキシの設定をサポートしていませ
ん。AWS DMS エージェントホストがプロキシを使用する場合、ソースとターゲットへの接続が失敗す
ることがあります。

• LOB モードは LOB ファイルサイズを 32 K に制限します。32 K を超える LOB は移行されません。
• 場合によっては、ローカルデータベースからエッジデバイスへのロード中、あるいはデータを Amazon 

S3 からターゲットデータベースにロード中にエラーが発生することがあります。このようなケースの一
部では、エラーが復旧可能で、タスクを再開できます。AWS DMS がエラーから復旧できない場合、移
行は停止します。このような場合には、AWS サポートにお問い合わせください。

• AWS Snowcone デバイスは AWS DMS でデータを移行するには使用できません。AWS Snowcone は、
エッジ コンピューティング、エッジストレージ、データ転送デバイスの Snow ファミリーの最小のメン
バーです。
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AWS DMS リファレンス
このリファレンスセクションには、データ型変換の情報など、AWS Database Migration Service (AWS 
DMS) を使用する際に必要になる場合がありうる追加情報があります。

AWS DMS はソースとターゲットの両方が同じエンジンタイプを使用する同種データベース移行を実行す
るときにデータ型を保持します。データベースエンジン間を移行する異機種間の移行を実行すると、デー
タ型が中間データ型に変換されます。データ型がターゲットデータベースにどのように表示されるかを確
認するには、ソースおよびターゲットのデータベースエンジンのデータ型テーブルを参照します。

データベースを移行する際、データ型に関する以下の重要な点に注意してください。

• FLOAT データ型は本質的に近似値です。FLOAT データ型の特定の値を挿入すると、データベースでは
異なった方法で表現されることがあります。これは、FLOAT は、NUMBER や NUMBER(p,s) などの 10 
進データ型のように正確なデータ型ではないためです。そのため、データベースに保存された FLOAT 
の内部値は、挿入した値とは異なる場合があります。これにより、FLOAT の移行された値がソースデー
タベースの値と正確に一致しない可能性があります。

この問題の詳細については、次の記事をご参照ください。
• Wikipedia の「IEEE floating point」
• マイクロソフトラーニングでの IEEE 浮動小数点表現
• Microsoft Learn で浮動小数点数の精度が落ちる理由

トピック
• AWS Database Migration Service のデータ型 (p. 772)

AWS Database Migration Service のデータ型
AWS Database Migration Service では、組み込みのデータ型を使用してデータをソース データベースエン
ジンタイプからターゲットデータベースエンジンタイプに移行します。次の表に、組み込みのデータ型と
その説明を示します。

AWS DMS データ型 説明

STRING 文字列。

WSTRING ダブルバイト文字列。

BOOLEAN ブール値。

BYTE バイナリデータ値。

DATE 日付値: 年、月、日。

TIME 時刻値: 時、分、秒。

DATETIME タイムスタンプ値: 年、月、日、時間、分、秒、
小数点以下の秒。小数点以下の秒のスケールは
最大 9 桁です。次の形式がサポートされていま
す:YYYY:MM:DD HH:MM:SS.F(9)。Amazon S3 
Select および Amazon S3 Glacier Select では、
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AWS DMS データ型 説明
データ型のデータ型のフォーマットが異なりま
す。詳細については、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「サポートされている
データタイプ」timestamp にあるプリミティブ
データタイプの説明を参照してください。

INT1 1 バイト、符号付き整数。

INT2 2 バイト、符号付き整数。

INT4 4 バイト、符号付き整数。

INT8 8 バイト、符号付き整数。

NUMERIC 固定精度およびスケールの正確な数値。

REAL4 単精度浮動小数点値。

REAL8 倍精度浮動小数点値。

UINT1 1 バイト、符号なし整数。

UINT2 2 バイト、符号なし整数。

UINT4 4 バイト、符号なし整数。

UINT8 8 バイト、符号なし整数。

BLOB バイナリラージオブジェクト。

CLOB 文字ラージ オブジェクト。

NCLOB ネイティブ文字ラージ オブジェクト。

Note

AWS DMS はLOB データ型を Apache Kafka エンドポイントに移行できません。

773

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-glacier-select-sql-reference-data-types.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-glacier-select-sql-reference-data-types.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-glacier-select-sql-reference-data-types.html


AWS Database Migration Service ユーザーガイド
AWS DMS3.5.0 ベータリリースノート

AWS DMS リリースノート
以下は、 AWS Database Migration Service (AWS DMS) の現行および以前のバージョンのリリースノート
です。

AWS DMSメジャーバージョンとマイナーバージョンを区別しません。たとえば、バージョン 3.4.x から 
3.5.x へのアップグレードはメジャーアップグレードとは見なされないため、すべての変更には後方互換性
があるはずです。

AWSDatabase Migration Service 3.5.0 β リリース
ノート

Important

AWS DMS3.5.0 は、レプリケーションインスタンスエンジンのベータ版です。 AWS DMS以前の
すべてのリリースと同様に、このバージョンをサポートします。ただし、本番環境で使用する前
にAWS DMS 3.5.0 Beta をテストすることをお勧めします。

次の表に、AWS Database Migration Service (AWS DMS) バージョン 3.5.0 ベータで導入された新機能と機
能強化を示します。

新機能または拡張機能 説明

Oracle および Microsoft SQL 
Server のタイムトラベル

DMS がサポートされている Oracle、Microsoft SQL 
Server、PostgreSQL のソースエンドポイント、および DMS がサポー
トされている PostgreSQL と MySQLAWS のターゲットエンドポイント
があるすべてのリージョンでタイムトラベルを使用できるようになりま
した。

S3 バリデーション AWS DMSAmazon S3 ターゲットエンドポイントでの複製されたデータ
の検証をサポートするようになりました。Amazon S3 ターゲットデー
タの検証については、を参照してくださいAmazon S3 ターゲットデー
タ検証 (p. 638)。

Glue カタログ統合 AWS Glueは、データを分類する簡単な方法を提供するサービスで、
と呼ばれるメタデータリポジトリで構成されていますAWS Glue Data 
Catalog。これで、をAWS Glue Data Catalog Amazon S3 ターゲット
エンドポイントと統合し、Amazon AthenaAWS などの他のサービスを
通じて Amazon S3 データをクエリできるようになりました。詳細につ
いては、「の AmazonAWS Glue Data Catalog S3 ターゲットでの使用
AWS DMS (p. 392)」を参照してください。

ターゲットとしての 
DocumentDB へのパラレル適
用

ParallelApply*新しいタスク設定でDocumentDBをターゲットとして
使用すると、AWS DMS CDCレプリケーション中に1秒あたり最大5000
レコードがサポートされるようになりました。詳細については、「AWS 
Database Migration Service のターゲットとして Amazon DocumentDB 
の使用 (p. 447)」を参照してください。

顧客中心のロギング AWS DMSバージョン 3.5.0 では、タスクログをより効果的に調べて
管理できるようになりました。AWSDMS タスクログの表示と管理
については、を参照してくださいAWS DMS タスクログの表示と管
理 (p. 611)。
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新機能または拡張機能 説明

Kafka ターゲットエンドポイ
ント用の SASL_PLAIN メカ
ニズム

SASL_PLAIN 認証を使用して Kafka MSK ターゲットエンドポイントを
サポートできるようになりました。

MySQL での XA トランザク
ションのレプリケーション

MySQL DMS ソースで XA トランザクションを使用できるようになりま
した。DMS 3.5.0 より前のバージョンでは、XA トランザクションの一
部として適用された DML の変更が正しく複製されませんでした。

オラクルの拡張データ型 AWS DMSOracle バージョン 12.2 以降で拡張データ型のレプリケー
ションがサポートされるようになりました。

PostgreSQL ソース JSON 
データタイプ

AWS DMSPostgreSQL ソースの JSONB データタイプをサポートするよ
うになりました。

Db2 LUW PureScale 環境 AWS DMSDb2 LUW PureScale 環境からのレプリケーションをサポート
するようになりました。この機能は、「ソース変更位置から変更処理を
開始」オプションでのみサポートされます。

オラクル・ソース・オープ
ン・トランザクション

AWS DMS3.5.0 では、CDC 専用タスクを Oracle ソースの開始位置か
ら開始する場合のオープントランザクションの処理方法が改善されまし
た。

SQL サーバーソース 
(READ_COMMITTED_SNAPSHOTオ
プション付き)

READ_COMMITTED_SNAPSHOTオプションがに設定され
た Microsoft SQL Server ソースデータベースを使用する場
合TRUE、forceDataRowLookup 接続属性を設定することで DML の変更
を正しく複製できます。

AWS DMS3.5.0 には、次の解決された問題が含まれています。

2023 年 3 月 17 日にリリースされたAWS DMS 3.5.0 で解決済みの課題

トピック 解像度

Oracle-数値から変換さ
れた文字列の特殊大文
字と小文字の比較

Oracle ソースで、同じ列に文字列へのデータ型変換が存在
するときに、数値列のフィルタールールが期待どおりに機
能しなかった問題を修正しました。

オンプレミスの SQL 
Server AG の強化

DMS で使用されていないレプリカへの不要な接続を排除す
ることで、AlwaysOn構成内の SQL Server ソースとの接続
処理の効率が向上しました。

SQL サーバー階層 ID 内
部変換

HIERARKYID データ型が HIERARKYID ではなく 
VARCHAR (250) として SQL Server ターゲットに複製され
る SQL Server ソースの問題を修正しました。

S3 ターゲット移動タス
クの修正

S3 ターゲットのタスクを移動すると非常に時間がかかった
り、フリーズしたり、完了しなかったりする問題を修正し
ました。

SASL カフカのプレーン
メカニズム

Kafka MSK ターゲットエンドポイントの SASL プレーン認
証方法のサポートが導入されました。

Opensearch 2.x の 
_type パラメータが原因
で、パラレルロード/適
用が失敗する

Opensearch 2.x ターゲットで、_type パラメータがサポー
トされていないためにparallel ロードまたは並列適用が失敗
する問題を修正しました。
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トピック 解像度

混合演算子によるテー
ブルマッピングフィル
ターをSupport

1 つの列に 1 つのフィルターしか適用できないという制限
が削除されました。

S3、Kinesis、Kafka エ
ンドポイント — CDC 
フェーズにおけるオル
ターベースのロブカラ
ムの移行

CDC 中に追加された LOB 列のデータが複製されないとい
う Kinesis、Kafka、および S3 ターゲットの問題を修正しま
した。

MongoDB ドライバーの
アップグレード

MongoDB ドライバーを v1.23.2 にアップグレードしまし
た。

Kafka ドライバーの更新 Kafka ドライバーを 1.5.3 から 1.9.2 にアップグレードしま
した。

S3 エンドポイント設定
が正しく動作していま
せんでした

データに S3 ターゲットの区切り文字として指定された文字
が含まれていると、AddTrailingPaddingCharacterエ
ンドポイント設定が機能しなかったS3ターゲットの問題を
修正しました。

Kinesis ターゲットタス
クがクラッシュする

PK 値が空で、詳細デバッグが有効になっていると、タスク
がクラッシュする Kinesis ターゲットの問題を修正しまし
た。

S3 ターゲットの列名が 
1 つずれたとき

trueがに設定されTimestampColumnName、がに設定され
ているとAddColumnName、列名が 1 つずれてしまう S3""
ターゲットの問題を修正しました。

ロギング LOB 切り捨て
警告の改善

SQL Server ソースの LOB トランケーションに関する警告
ログが、LOB の取得に使用される SELECT ステートメント
を含むように改善されました。

TDE パスワードが間
違っている場合に DMS 
タスクがクラッシュし
ないように、致命的な
エラーを追加します。

ソースとしての Oracle の TDE パスワードが正しくないた
めに DMS タスクが失敗し、エラーメッセージが表示され
ない状況で DMS タスクが失敗する状況で、わかりやすいエ
ラーメッセージが導入され、タスクがクラッシュする問題
が解消されました。

CDC 中に PostgreSQL 
の CTAS (選択したと
おりにテーブルを作成) 
DDL のマイグレーショ
ンを許可します。

DMS が CDC 中に PostgreSQL の CTAS (選択したとおりに
テーブルを作成) DDL をレプリケートできないという制限
を削除しました。

テーブル列が CDC で
ドロップされたときに 
pg_logical タスクがク
ラッシュする問題を修
正しました。

S3 ターゲットの PostgreSQL ソースで、LOB のサポートが
無効で LOB が存在する場合に、ターゲット上で列の位置が
ずれていた問題を修正しました。

MySQL 接続処理におけ
るメモリリークを修正

タスクメモリ消費量が継続的に増加していた MySQL ソー
スの問題を修正しました。
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トピック 解像度

Oracle ソースエ
ンドポイント設定 
—ConvertTimestampWithZoneToUTC

trueこの属性をに設定すると、「タイムスタンプ付きタイ
ムスタンプ」列と「ローカルタイムゾーン付きタイムスタ
ンプ」列のタイムスタンプ値が UTC に変換されます。デ
フォルトでは、この属性の値は「false」で、データはソー
スデータベースのタイムゾーンを使用して複製されます。

Oracle ソー
ス-
DataTruncationErrorPolicy
サスペンドテーブルが
機能しない

DataTruncationErrorPolicyタスク設定が 
SUSPEND_TABLE に設定されているときにテーブルが中断
されなかったという S3 ターゲットの Oracle ソースの問題
を修正しました。

クエリ句の作成中に
SQL Serverが長いス
キーマ/テーブルで失敗
する

選択ルールにカンマで区切られたテーブルのリストが含ま
れていると、タスクが失敗したり応答しなくなったりする 
SQL Server ソースの問題を修正しました。

MongoDB エンドポイン
トによるシークレット
マネージャー認証

シークレットマネージャーベースの認証が機能していな
かった MongoDB エンドポイントと DocumentDB エンドポ
イントの問題を修正しました。

NLS_NCHAR_CHARACTERSET 
が UTF-8 に設定されて
いる場合、DMS がマル
チバイトの varchar カラ
ムのデータを CDC 中に
切り捨てる

NLS_NCHAR_CHARACTERSET が UTF8 に設定されてい
るマルチバイトの VARCHAR カラムのデータが切り捨てら
れる Oracle ターゲットの Oracle ソースの問題を修正しま
した。

filterTransactionsOfUserオ
ラクル向けECA 
LogMiner

を使用して OraclefilterTransactionsOfUser からレ
プリケートするときに DMS が特定のユーザーからのトラン
ザクションを無視できるように、追加接続属性 (ECA) を追
加しました LogMiner。

バックアップに lsn が見
つからない場合の SQL 
Server 設定の回復可能
なエラー

LSNがないとタスクが失敗しないAzure SQLデータベースの
問題を修正しました。

AWSDatabase Migration Service 3.4.7 リリース
ノート

次の表に、AWS Database Migration Service (AWS DMS) バージョン 3.4.7 で導入された新機能と機能強化
を示します。

新機能または拡張機能 説明

ターゲットとしてバベル
フィッシュをSupport

AWS DMSはターゲットとしての Babelfish に対応するようになりまし
た。を使用してAWS DMS、AWS DMSダウンタイムを最小限に抑えラ
イブデータを任意の対応しているソースから Babelfish に移行できるよ
うになりました。
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新機能または拡張機能 説明
詳細については、「バベルフィッシュをターゲットとして使うAWS 
Database Migration Service (p. 471)」を参照してください。

IBM Db2 z/OS データベース
をフルロードのみのソースと
してSupport

AWS DMSIBM Db2 z/OS データベースをソースとしてサポートするよ
うになりました。を使用するとAWS DMS、Db2AWS DMS メインフ
レームからサポートされている任意のターゲットへのライブマイグレー
ションを実行できるようになりました。

詳細については、「IBM Db2 for z/OS データベースのソースとして使用
するAWS DMS (p. 298)」を参照してください。

ソースとしての SQL Server 
リードレプリカSupport

AWS DMSSQL Server リードレプリカをソースとしてサポートするよう
になりました。を使用してAWS DMS、SQL ServerAWS DMS リードレ
プリカからサポートされている任意のターゲットへのライブマイグレー
ションを実行できるようになりました。

詳細については、「Microsoft SQL Server データベースの AWS DMS の
ソースとしての使用 (p. 203)」を参照してください。

EventBridge DMS イベントの
Support

AWS DMSDMS EventBridge イベントを使用したイベントサブスクリプ
ションの管理をサポートします。

詳細については、「での Amazon EventBridge イベントと通知の操作
AWS Database Migration Service (p. 619)」を参照してください。

VPC ソースとターゲットのエ
ンドポイントをSupport

AWS DMSソースとターゲットとして Amazon Virtual Private Cloud 
(VPC) エンドポイントに対応するようになりました。 AWS DMSAWS
サービスへのルートがVPCで明示的に定義されている場合、VPCエンド
ポイントを持つすべてのサービスに接続できるようになりました。AWS 
DMS

Note

AWS DMSバージョン 3.4.7 以降にアップグレードする
には、最初に VPC エンドポイントを使用するか、AWS 
DMSパブリックルートを使用するように設定する必要
があります。この要件は Amazon DynamoDB、Amazon 
DynamoDB、Amazon DynamoDB、Amazon S3 
DynamoDB、Amazon DynamoDB、Amazon DynamoDBAWS 
Secrets Manager、Amazon DynamoDB、Amazon Redshift 
DynamoDB、Amazon OpenSearch DynamoDB、Amazon

詳細については、「VPC エンドポイントをAWS DMS ソースエンドポイ
ントとターゲットエンドポイントとして設定 (p. 478)」を参照してくだ
さい。

新しい PostgreSQL バージョ
ン

PostgreSQL バージョン 14.x がソースとターゲットとしてサポートされ
るようになりました。

ターゲットとしての Aurora 
Serverless v2 Support

AWS DMSAurora サーバーレス v2 をターゲットとしてサポートするよ
うになりました。を使用してAWS DMS、Aurora サーバーレス v2 への
ライブマイグレーションを実行できるようになりました。

AWS DMSサポートされているターゲットの詳細については、を参照し
てくださいデータ移行のターゲット (p. 325)。
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新機能または拡張機能 説明

LUW 向けの新しい IBM Db2 
バージョン

AWS DMSLUW バージョン 11.5.6 および 11.5.7 用の IBM Db2 をソー
スとしてサポートするようになりました。を使用してAWS DMS、最新
バージョンの IBM DB2 for LUW からライブマイグレーションを実行で
きるようになりました。

AWS DMS ソースの詳細については、「データ移行のソース (p. 160)」
をご参照ください。

AWS DMSサポートされているターゲットの詳細については、を参照し
てくださいデータ移行のターゲット (p. 325)。

AWS DMS3.4.7 には、次の新しいまたは変更された動作と解決された問題が含まれています。

• Amazon S3 をソースとして使用するときに、テーブル定義の日付形式を使用してデータ文字列を解析し
て日付オブジェクトに変換できるようになりました。

• 新しいテーブル統計カウンタが利用可能になりまし
た:AppliedInsertsAppliedDdlsAppliedDeletes、、AppliedUpdates.

• OpenSearch ターゲットとして使用するときに、デフォルトのマッピングタイプを選択できるようにな
りました。

• Oracle、PostgreSQL、および SQLServerTrimSpaceInChar ソースの新しいエンドポイント設定によ
り、CHAR および NCHAR データ型のデータをトリミングするかどうかを指定できます。

• Amazon S3ExpectedBucketOwner の新しいエンドポイント設定では、S3 をソースまたはターゲット
として使用する場合のスナイピングを防止します。

• RDS SQL Server、Azure SQL Server、およびセルフマネージド SQL Server の場合 — DMS では、移行
タスク用に選択したすべてのテーブルで、プライマリキーのあるテーブルとないテーブル、またはプラ
イマリキー付きの自己管理された SQL Server テーブルでのMS-REPLICATIONの有効化優先度を考慮し
た固有のインデックスを持つすべてのテーブルで、MS-CDCの自動セットアップが可能になりました。

• Oracle 同種移行中の Oracle パーティションおよびサブパーティションの DDL 操作のレプリケーション
のサポートが追加されました。

• Oracle をソースおよびターゲットとして使用しているときに、データ検証タスクが複合プライマリキー
でクラッシュする問題を修正しました。

• Redshift をターゲットとして使用するときに、ターゲット列がブール値として事前に作成されているの
に、さまざまな文字タイプをブール値に正しくキャストする問題を修正しました。

• PostgreSQL をターゲットとして使用する場合の既知の ODBCvarchar(255) の問題によ
り、varchar移行されたデータ型のデータ切り捨ての原因となっていた問題を修正しました。

• Oraclefalse をターゲットとして使用しているとき
に、BatchApplyEnabledBatchApplyPreserveTransaction settrue と to で DELETE 操作のパ
ラレルヒントが反映されない問題を修正しました。

• Amazon S3AddTrailingPaddingCharacter の新しいエンドポイント設定では、S3 をターゲットと
して使用する場合に文字列データにパディングが追加されます。

• max_statement_timeout_seconds新しいタスク設定は、エンドポイントクエリのデフォルトタイム
アウトを延長します。この設定は現在、MySQL エンドポイントのメタデータクエリで使用されていま
す。

• PostgreSQL をターゲットとして使用するときに、CDC タスクがエラー処理タスク設定を正しく利用し
ていなかった問題を修正しました。

• DMS が Redis エンタープライズインスタンスの Redis モードを正しく識別できなかった問題を修正し
ました。

• S3includeOpForFullLoad ターゲットパーケットフォーマットの追加接続属性 (ECA) のサポートを
拡張しました。
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• 新しい PostgreSQL エンドポイント設定が導入されましたmigrateBooleanAsBoolean。PostgreSQL 
からtrue Redshift への移行でこの設定がに設定されている場合、ブール値は varchar (1) として移行さ
れます。に設定するとfalse、ブーリアンは varchar (15) として移行されます。これがデフォルトの動
作です。

• SQL Server ソースを使用するときに、datetimeデータ型に関する移行の問題を修正しました。この修
正により、Null精度がミリ秒単位の場合の挿入の問題が解決されます。

• PGLOGICAL を使用する PostgresSQL ソースで、CDC フェーズ中に pglogical を使用してソーステーブ
ルからフィールドを削除すると、削除されたフィールドの後の値がターゲットテーブルに移行されない
という移行の問題が修正されました。

• 双方向レプリケーションでレコードが繰り返し取得されるSQL Serverループバック移行の問題を修正し
ました。

• PostgresSQLmapBooleanAsBoolean 用の新しい ECA をソースとして追加しました。この追加の接続
属性を使用すると、PostgresSQL Boolean から Boolean データ型へのデフォルトデータ型マッピングを
オーバーライドできます。 RedShift

• ALTER DECIMAL/NUMERIC SCALE に対処するソースとして SQL Server を使用する際の移行の問題を
修正しました。ターゲットにレプリケートされません。

• SQL サーバー 2005 との接続の問題を修正しました。
• 2022 年 10 月 17 日以降、DMS 3.4.7 はレプリケーションインスタンス用の第 6 世代 Amazon EC2 イン

スタンスクラスをサポートするようになりました。
• 2022年11月25日以降、DMS 3.4.7では、DMS Schema Conversionを使用してデータベーススキーマと

コードオブジェクトを変換し、DMS Fleet Advisorを使用して移行に適したネットワーク環境内のデータ
ベースを見つけることができます。

• 2022年11月25日をもって、DMS スタジオは廃止されました。
• 2023 年 1 月 31 日現在、DMS スキーマ変換はターゲットデータプロバイダーとして Aurora MySQL と 

Aurora PostgreSQL をサポートしています。
• 2023 年 3 月 6 日以降、DMS Fleet Advisor を使用してソースデータベースに適したサイズのターゲット

レコメンデーションを生成できるようになりました。
• 2023 年 3 月 6 日以降、指標データポイントを AmazonAWS DMSAWS に公開することを許可する管理

ポリシーをサポートしています CloudWatch。

2023 年 2 月 22 日付けの DMS 3.4.7 メンテナンスリリースで解決された問題

トピック 解像度

ソースとしての SQL 
Server AG のレプリカ

リスナー TCP ポートがレプリカ TCP AlwaysOnポートと異
なる構成に SQL Server ソースのサポートを追加しました。

ターゲットとして 
Amazon Redshift を使用
する場合のデータ損失

Redshift ターゲットの問題を修正しました。まれ
に、Redshiftが予期せず再起動すると、ターゲットのデータ
が失われる可能性があります。

SQL Server ソースセー
フガードのサポート

"SafeguardPolicy": 
"EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION"エンドポイント
設定が指定されている場合にトランザクションログのバッ
クアップを読み取れないことを示すエラーで DMS タスクが
失敗することがある SQL Server ソースの問題を修正しまし
た。

ソースとしての Oracle 
のデータ検証タスクが
失敗しました

プライマリキー値が誤って識別されたためにDMSタスクが
データ検証に失敗する可能性があるOracleソースの問題を
修正しました。
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トピック 解像度

画像データ発行前の 
Kinesis

"EnableBeforeImage"タスク設定が文字データ型
に対してのみ機能していたストリーミングターゲット
（Kinesis、Kafka）の問題を修正しました。

タイムトラベルログ
ファイル

ソースがアイドル状態のときに DMS が 0 バイトのタイム
トラベルログファイルを作成していたタイムトラベル機能
の問題を修正しました。

2022 年 12 月 16 日付けの DMS 3.4.7 メンテナンスリリースで解決された問題

トピック 解像度

BatchApplyEnabled を True BatchApplyEnabled に設定するとログが過剰になる
問題を修正しました。

新しい MongoDB エ
ンドポイント設定—
FullLoadNoCursorTimeout

MongoDB FullLoadNoCursorTimeout NoCursorTimeout 
エンドポイント設定はフルロードカーソル用です。 
NoCursorTimeout は、アイドル状態のときにサーバーが
カーソルを閉じないようにする MongoDB 接続設定です。

MongoDB-単一列セグメ
ンテーション用のフィ
ルター関数

新しいフィルター機能により、セグメンテーションに 1 つ
の列を使用して MongoDB データベースを移行する際のパ
フォーマンスが向上します。

MongoDB からRedshift 
へ

MongoDB から Redshift に移行するときに、MongoDB コレ
クションがバイナリデータ型の場合、DMS が Redshift で
ターゲットテーブルを作成しないという問題が修正されま
した。

新しい MongoDB 
SocketTimeout MS 接続
属性

新しい MongoDB SocketTimeout MS 追加接続属性
は、MongoDB クライアントの接続タイムアウトをミリ秒単
位で設定します。値がゼロ以下の場合は、MongoDB クライ
アントのデフォルトが使用されます。

Amazon Kinesis タスク
がクラッシュする問題
を修正しました

ターゲットとして Amazon Kinesis Data Streams に移行す
る際、プライマリキーがテーブルに存在しない場合の NULL 
値の処理に関する問題が修正されました。

Oracle NULL PK/UK 
データ検証がサポート
されています

NULL PK/UK 値のデータ検証がサポートされていないとい
う制限が削除されました。

オラクルからAmazon 
S3 へ

Oracle から Amazon S3 に移行するときに、いくつかのレ
コードが誤って NULL として移行される問題が修正されま
した。

オラクルスタンバイ Oracle Standby をソースとして使用するときに、DMS が
オープントランザクションを処理する機能が追加されまし
た。

SDO_GEOMETRY 空
間データタイプによる 
Oracle から Oracle への
移行

Oracle から Oracle に移行する際、テーブルの DDL に 
SDO_GEOMERY 列が存在する場合にタスクが失敗する問
題が修正されました。
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トピック 解像度

ソースとしてのオラク
ル

Oracle をソースとして使用すると、DMS が Oracle REDO 
ログのシーケンス番号をスキップすることがある問題が修
正されました。

ソースとしての 
Oracle：アーカイブ/オ
ンライン REDO ログが
見つからない

Oracle をソースとして使用するときに、アーカイブログが
ないと DMS タスクが失敗するように問題を修正しました。

修正済み：DMS が 
Oracle スタンバイ 
REDO ログをスキップ
することがある

Oracle をソースとして使用すると、DMS が Oracle REDO 
ログのシーケンス番号をスキップすることがある問題が修
正されました。

修正済み — Oracle から 
Oracle への空間データ
型が CDC 中に複製され
ない

Oracle から Oracle に複製するときに、CDC 中に空間デー
タ型が複製されないという問題が修正されました。

オラクルをターゲット
に

Oracleをターゲットとして使用しているときに、ターゲッ
トの適用がORA-01747エラーで失敗する問題を修正しまし
た。

Amazon S3 — リロード
テーブルのデータ損失
を修正しました

ターゲットとして Amazon S3 を使用すると、テーブルのリ
ロード操作で CDC ファイルが生成されない問題を修正しま
した。

修正済み-プライマリ
サーバーをソースとす
る場合の SQL Server 
Always On コンテキス
トの初期化

SQL Server Always On をソースとして使
用するときに、ソースがプライマリで True 
AlwaysOnSharedSyncedBackupIsEnabled に設定されてい
る場合に可用性グループ (AG) を初期化しないという問題が
修正されました。

SQL Server エンドポイ
ントの設定が更新され
ました

ソースエンドポイントが SQL Server Always On 可
用性グループでセカンダリレプリカの場合、が True 
AlwaysOnSharedSynchedBackupsIsEnabled に設定されて
いる場合にレプリケーションタスクが失敗する問題を修正
しました。

ソースとしての
PostgreSQL

CDC が PostgreSQL ソースの削除/更新操作を移行できない
問題を修正しました。これは、 mapBooleanAsブールをサ
ポートする 3.4.7 で導入されました。

AWSDatabase Migration Service 3.4.6 リリース
ノート

次の表に、AWS Database Migration Service (AWS DMS) バージョン 3.4.6 で導入された新機能と機能強化
を示します。

新機能または拡張機能 説明

AWS DMSタイムトラベル AWS DMSには Time Travel が導入されています。これは、お客様がロ
ギング機能を柔軟に設定できるようにし、トラブルシューティング体験
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新機能または拡張機能 説明
を向上させる機能です。Time Travel では、Amazon S3AWS DMS を使
用してログを保存および暗号化し、特定の期間内にログを表示、ダウン
ロード、難読化することができます。

Microsoft Azure SQL マネー
ジドインスタンスをソースと
してSupport

AWS DMSMicrosoft Azure SQL マネージドインスタンスをソースとし
てサポートするようになりました。を使用してAWS DMS、Microsoft 
Azure SQLAWS DMS マネージドインスタンスからサポートされている
任意のターゲットへのライブマイグレーションを実行できるようになり
ました。

AWS DMS ソースの詳細については、「データ移行のソース (p. 160)」
をご参照ください。

AWS DMSサポートされているターゲットの詳細については、を参照し
てくださいデータ移行のターゲット (p. 325)。

ソースとしての Google 
Cloud MySQL Support

AWS DMSMySQL 用 Google クラウド SQL をソースとしてサポートす
るようになりました。を使用するとAWS DMS、Google Cloud SQL for 
MySQL から、AWS DMSサポートされている任意のターゲットへのライ
ブマイグレーションを実行できるようになりました。

AWS DMS ソースの詳細については、「データ移行のソース (p. 160)」
をご参照ください。

AWS DMSサポートされているターゲットの詳細については、を参照し
てくださいデータ移行のターゲット (p. 325)。

分割されたデータの S3 への
parallel ロードをSupport

AWS DMS分割されたデータを Amazon S3 にparallel ロードできるよう
になりました。これにより、分割されたデータを、サポートされてい
るデータベースエンジンのソースデータから Amazon S3 に移行する際
のロード時間が短縮されます。この機能により、データベースソース
のテーブルの各パーティションに Amazon S3 サブフォルダーが作成さ
れ、parallelAWS DMS 処理を実行して各サブフォルダーにデータを入力
できます。

1 つのタスクで複数の 
Apache Kafka ターゲットト
ピックをSupport

AWS DMSApache Kafka マルチトピックターゲットを 1 つのタスクでサ
ポートするようになりました。を使用するとAWS DMS、同じタスクを
使用して、1 つのデータベースから複数の Apache Kafka ターゲットト
ピックに複数のスキーマを複製できるようになりました。これにより、
同じソースデータベースの多くのテーブルを異なる Kafka ターゲットト
ピックに移行する必要がある場合に、複数の個別のタスクを作成する必
要がなくなります。

AWS DMS3.4.6 で解決された問題は次のとおりです：

• Amazon S3 を CSV 形式のターゲットとして使用しているときに、プライマリキー列が最初の列でない
場合、UPDATE ステートメントの列が誤った列に入力される問題を修正しました。

• PostgreSQL をソースとして使用しているときに、制限付き LOBNULLBYTEA モードでカラムの値を含
む pglogical プラグインを使用すると、AWS DMSタスクがクラッシュする可能性がある問題を修正しま
した。

• ソースとしてPostgreSQL を使用しているときに、AWS DMS大量のソーステーブルを削除するとタスク
がクラッシュすることがある問題を修正しました。

• UTC 以外の日付でのパーティション分割を可能にする新しい Amazon S3DatePartitionTimezone
設定を導入することで、Amazon S3 の日付ベースのフォルダパーティショニングが改善されました。
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• RedshiftTIMESTAMP WITH TIME ZONETIMESTAMPTZ をターゲットとして使用する場合のソースから
のデータ型間のマッピングをサポートしました

• ソースとして MongoDB または Amazon DocumentDB を使用するときに、ワイルドカード選択ルールが
ないタスクの CDC のパフォーマンスが向上しました。

• Db2 LUW をソースとして使用すると、アンダースコアワイルドカードで長さが 8AWS DMS 未満のス
キーマ名がタスクによってキャプチャされない問題を修正しました。

• OpenSearch Service をターゲットとして使用しているときに、AWS DMS大量のデータでインスタンス
がメモリ不足になる問題を修正しました。

• 全負荷検証のみのタスクをサポートすることで、データ検証のパフォーマンスを改善しました。
• Sybase をソースとして使用しているときに、AWS DMS強制フェイルオーバー後にタスクが再開されな

い問題を修正しました。
• AWS DMSInvalid BC timestamp was encountered in column警告が誤って送信された問題を

修正しました。

DMS 3.4.6 メンテナンスリリースで解決された問題は次のとおりです：

• Oracle をソースおよびターゲットとして使用しているときに、一括適用モードが有効になっていると、
タスクがクラッシュする問題を修正しました。

• フルロードタスクが PostgreSQLExecuteTimeout をソースとするエンドポイント設定を適切に使用す
るように問題を修正しました。

• PostgreSQL をソースとして使用しているときにタスクが制限付き LOB モードに設定されている場合の 
Array データ型列の移行に関する問題を修正しました。

• ソースとしてPostgreSQL を使用しているときに、タイムゾーンが 1970-01-01 より前のタイムスタンプ
の移行時に発生する問題を修正しました。

• SQL Server をソースとターゲットとして使用すると、DMS が空の文字列を NULL として処理する問題
を修正しました。

• MySQL ソース/ターゲットを使用するときに、セッションの読み取りと書き込みのタイムアウトエンド
ポイント設定が優先される問題を修正しました。

• ソースとして Amazon S3 を使用しているときに、DMS CDC タスクがフルロード関連ファイルをダウ
ンロードしていた問題を修正しました。

• Amazon S3CdcInsertsAndUpdatesPreserveTransactionstrue をターゲットとして使用してい
るときに両方がに設定されている場合にログがクラッシュする問題を修正しました。

• ParallelApply* 機能が有効になっているときにタスクがクラッシュするが、Amazon Kinesis Data 
Streams をソースとして使用しているときに一部のテーブルにデフォルトのプライマリキーがないとい
う問題を修正しました。

• Amazon Kinesis StreamArn データストリームをソースとして使用しているときに、間違ったデータに対
してエラーが表示されない問題を修正しました。

• 主キー値を空の文字列として使用すると、ターゲットとして使用するとタスクがクラッシュする問題を
修正しました。 OpenSearch

• データ検証でディスク容量が多すぎる問題を修正しました。

2022 年 12 月 13 日付けの DMS 3.4.6 メンテナンスリリースで解決された問題

トピック 解像度

SAP ASE ODBCドライ
バ

ODBC ドライバが文字セットをサポートできるように、
ソースとしての SAP ASE の問題を修正しました。

ログ検索の Sqlserver 日
時プライマリキーのバ
グ

プライマリキーの日時データ型がミリ秒単位の精度を持つ
場合に、LOB 検索が正しく機能しないソースとしての SQL 
Server の問題を修正しました。
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トピック 解像度

SQL Server から
Redshift —「日時オフ
セット」が「タイムス
タンプ (ptz)」にマッピ
ングされました

SQL Server から Redshift への移行では、SQL 
Server の「日付/時間オフセット」形式が Redshift の
「timestamptz」形式にマップされるように、マッピングが
改善されました。

データ検証- 
SkipLobColumns 本当

が True で、ソースに LOB があり、主キーが最後の列
にあり、検証によってデータの違いが検出された場合に 
SkipLobColumns DMS タスクがクラッシュする問題を修正
しました。

MySQL をソースとする
データ検証

データ検証が有効になっているソースとしての MySQL 
で、NULL 値を持つ複合ユニークキーを含むテーブルを使用
中に DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。

ソースとしての MySQL ソースとしての MySQL の問題を修正しました。カラムを
変更して精度を高めると、テーブルがオーバーフローエ
ラーで中断されます。

MySQL ODBC ドライ
バーを 8.0.23 にアップ
グレードします。

ソースとしての MySQL の問題を修正しました。照合 
'utf8mb4_0900_bin' が DMS で使用されている MySQL ドラ
イバーと互換性がありませんでした。

MySQL-パーティション
分割テーブルの DDL 変
更対応

新しい MySQL skipTableSuspensionForPartitionDdl エンド
ポイント設定を導入して、ユーザーが CDC 中のパーティ
ション DDL 変更によるテーブル中断をスキップできるよう
にしました。これにより、DMS はパーティション化された 
MySQL テーブルの DDL 変更をサポートできるようになり
ました。

MongoDB からRedshift 
への移行

MongoDB から Redshift への移行で、MongoDB コレクショ
ンがバイナリデータ型の場合、DMS が Redshift でターゲッ
トテーブルを作成できないという問題を修正しました。

Redshift ターゲット—タ
イムトラベルセグメン
テーション違反の一括
適用

ターゲットとしての Redshift で、true BatchApplyEnabled 
に設定すると DMS タスクがクラッシュする問題を修正しま
した。

ターゲットとしての
Redshift

ターゲットとしての Redshift の問題を修正しました。並列
ロードを type=partitions-auto に設定すると、parallel セグ
メントが同じテーブルディレクトリにバルク CSV ファイル
を書き込み、互いに干渉していました。

ターゲットとしての
Redshift

CDC 中にターゲット列が boolean 型で、ソースが可変文字
型になるという Redshift をターゲットとする問題を修正し
ました。

ターゲットとしての
Redshift

タスクログを改善して、ターゲットとして Redshift に複製
できない DDL 変更を特定できるようにしました。

PostgreSQL によるデー
タ検証

PostgreSQL での検証で、boolean データ型が存在する場合
に検証が失敗する問題を修正しました。

ソースとしての
PostgreSQL

ソースとしての PostgreSQL の問題を修正しました。これ
により、フルロードでは Extra ExecuteTimeout 接続属性の
フィールドが使用されるようになりました。
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トピック 解像度

ソースとしての
PostgreSQL

ソースとしての PostgreSQL の問題を修正しました。リク
エストされたタスクの LSN よりも大きい LSN を 60 分以上
読み込んでいると、タスクが失敗し、使用しているレプリ
ケーションスロットに問題があることが示されました。

ソースとしての 
PostgreSQL —
1970-01-01 以前のタイ
ムスタンプ

1970-01-01 以前のタイムスタンプが CDC 中に正しく移行
されなかったという、ソースとしての PostgreSQL の問題
を修正しました。

ソースとしての
PostgreSQL

ソースとしての PostgreSQL で、DMS が CDC 中に文字の
変化するデータ型の値を切り捨てていた問題を修正しまし
た。

ソースとしての 
PostgreSQL —停止した
タスクの再開

ソースとしての PostgreSQL で、以前に停止したタスクの
リプレイを再開すると CDC 中に 1 つ以上のトランザクショ
ンが欠落する問題を修正しました。

ターゲットとしての 
Amazon S3

ターゲットとしての S3 の問題を修正しました。結果の 
CSV ファイルヘッダーが true で「」の場合、結果の CSV 
TimestampColumnName ファイルヘッダーが 1 列ずれま
す。 AddColumnName

ソースとしての Amazon 
S3 — タスクの全負荷
フェーズでのメモリ使
用量の動作

ソースとしての S3 の問題を修正しました。フルロードの 
DMS タスクは、テーブル全体がターゲットデータベース
にロードされた後にのみ使用済みメモリを解放していまし
た。

ターゲットとしての 
Amazon S3-テーブルの
リロード操作

テーブルのリロード操作で CDC ファイルを生成できなかっ
たという、ターゲットとしての S3 の問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.4.5 リリース
ノート

次の表は AWS Database Migration Service (AWS DMS) バージョン 3.4.5 で導入された新機能と機能強化
を示します。

新機能または拡張機能 説明

ターゲットとしての Redis 対
応

AWS DMS はターゲットとして Redis に対応するようになりまし
た。AWS DMS を使用して、ダウンタイムを最小限に抑えライブデータ
を任意の対応している AWS DMS ソースから Redis データストアに移
行できるようになりました。AWS DMS ターゲットの詳細については、
「データ移行のターゲット (p. 325)」をご参照ください。

ソースとして MongoDB 4.2 
と 4.4 に対応します

AWS DMS は MongoDB 4.2 と 4.4 をソースとしてサポートするよ
うになりました。AWS DMS を使用して、最小限のダウンタイム
で、MongoDB 4.2 および 4.4 のクラスターから任意の AWS DMS が対
応している Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を含むターゲットに
データを移行できるようになりました。AWS DMS ソースの詳細につい
ては、「データ移行のソース (p. 160)」をご参照ください。
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新機能または拡張機能 説明

ソースとして MongoDB を使
用する複数のデータベースに
対応します

AWS DMSはソースとして MongoDB を使用して、1 つのタスクで複数
のデータベースの移行に対応するようになりました。AWS DMS を使用
して、MongoDB クラスターの複数のデータベースをグループ化して、1 
つのデータベース移行タスクを使用してそれらを移行できるようになり
ました。Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を含む AWS DMS が対
応している任意のターゲットに最小限のダウンタイムで移行できます。

ソースとして MongoDB ま
たは Amazon DocumentDB 
(MongoDB 互換) を使用する
自動セグメンテーションに対
応します

AWS DMS はソースとして MongoDB または Amazon DocumentDB を
使用する自動セグメンテーションに対応ようになりました。AWS DMS 
を使用して、MongoDB または DocumentDB クラスターのコレクション
を自動的にセグメント化するようにデータベース移行タスクを構成でき
ます。次に、セグメントを Amazon DocumentDB を含む AWS DMS が
対応する任意のターゲットと並行して最小限のダウンタイムで移行でき
ます。

Amazon Redshift フル ロード
のパフォーマンス向上

AWS DMS はフルロード時に Amazon Redshift をターゲットとして使用
する場合に、並列スレッドの使用に対応するようになりました。マルチ
スレッドのフル ロード タスク設定を活用することで、AWS DMS が対
応する任意のソースから Amazon Redshift への初回移行のパフォーマン
スを向上させることができます。AWS DMS ターゲットの詳細について
は、「データ移行のターゲット (p. 325)」をご参照ください。

AWS DMS 3.4.5 で解決された問題は次のとおりです：

• PostgreSQL を並行トランザクションが多いソースとして使用すると、再開後にデータが欠落または重
複する可能性がある問題を修正しました。

• pglogical プラグインを有効にして PostgreSQL をソースとして使用している場合データベース移行タス
クがエラー[Could not find relation id …] (関係 ID が見つかりませんでした...)で失敗する問題を修正しま
した。

• ソースとしてPostgreSQL を使用し、Oracle をターゲットとして使用すると、VARCHAR列が正しくない
問題を修正しました。

• PostgreSQL をソースとして使用しているときに、テーブル定義の冒頭列がプライマリキーでない場合
に、削除オペレーションが適切にキャプチャされない問題を修正しました。

• MySQL をソースとして使用するとき、特別なメタデータ設定で LOB の更新がデータベース移行タスク
で欠落する問題を修正しました。

• MySQL バージョン 8 をソースとして使用する場合、TIMESTAMP 列が DATETIME のフル LOB モードの
ように扱われる問題が修正されました。。

• MySQL 5.6.4 以上をソースとして使用すると NULL DATETIME レコードの解析時にデータベース移行タ
スクが失敗する問題を修正しました。

• 並列適用を使用してターゲットに Amazon Redshift を使用しているとき、データベース移行タスクが
[Thread is exiting] (スレッドが終了しています) のエラー発生後ハングする問題を解決しました。

• バッチ適用 CDC 中にデータベース移行タスクが Amazon Redshift ターゲット エンドポイントと切断さ
れると、データが失われる可能性がある問題を修正しました。

• ターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合 ACCEPTINVCHARS を呼び出すことによるフルロー
ドのパフォーマンスが改善されました。

• Amazon Redshift をターゲットとして使用して、 one-by-one モードからparallel 適用モードに戻すと、
レコードのレプリケーションが発生する問題を修正しました。

• データベース移行タスクで Amazon S3 をターゲットとして使用する場
合、cannedAclForObjects=bucket_owner_full_control によって Amazon S3 オブジェクトの
所有権がバケット所有者に切り替わらない問題を修正しました。

787



AWS Database Migration Service ユーザーガイド
AWS DMS 3.4.4 リリースノート

• Oracle をソースとして使用する場合、ECA additionalArchivedLogDestId で複数のアーカイブ先
をサポートするようにして AWS DMS を改善しました。

• フル LOB モードで LOB カラムを更新中、データベース移行タスクがエラー OCI_INVALID_HANDLE で
失敗する問題を修正しました。

• Oracle をソースとして使用している場合、NVARCHAR2 列がCDC 中に正しく移行されない問題が修正さ
れました。

• RDS for SQL Server をソースとして使用する場合 SafeguardPolicy を有効にすることにより AWS 
DMS を改善しました。

• RDS 以外の SQL Server ソースを使用する場合、rdsadmin においてデータベース移行タスクがでエ
ラーを報告する問題を修正しました。

• SQL Server をソースとして使用すると、パーティション設定で UUID を主キーとして使用すると、デー
タ検証が失敗する問題を修正しました。

• Db2 LUW をソースとして使用しているとき、必要な LSN がデータベースログに見つからない場合、フ
ルロードと CDC タスクが失敗することがある問題を修正しました。

• MongoDB をソースとして使用する場合、カスタム CDC タイムスタンプをサポートすることで AWS 
DMS を改善しました。

• MongoDB ドライバが endSessions でエラーになったときに、MongoDB をソースとして使用して停止
すると、データベース移行タスクが停止する問題を修正しました。

• DynamoDB をターゲットとして使用すると、AWS DMS がプライマリ以外のフィールドを更新できない
問題が修正されました。

• データ検証で、CLOB と NCLOB 列に誤検出の不一致がレポートされる問題を修正しました。
• Oracle をソースとして使用すると、空白のみレコードのデータ検証が失敗する問題を修正しました。
• パーティション テーブルを切り捨てると、データベース移行タスクがクラッシュする問題を修正しまし

た。
• awsdms_apply_exceptions コントロール テーブルの作成時にデータベース移行タスクが失敗する問

題を修正しました。。
• MySQL バージョン 8 を使用すると、caching_sha2_password の認証プラグインに対応するように拡

張されました。

AWS Database Migration Service 3.4.4 リリース
ノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.4 で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能 説明

ターゲットとして Kafka を使
用した TLS 暗号化と TLS ま
たは SASL 認証に対応します

AWS DMS では、ターゲットとして Amazon MSK とオンプレミス 
Kafka クラスターを使用した TLS 暗号化と TLS または SASL 認証に対
応すようになりました。Kafka エンドポイントでの暗号化および認証の
使用の詳細については、「Transport Layer Security (TLS) を使用した 
Kafka への接続 (p. 428)」をご参照ください。

AWS DMS 3.4.4 で解決された問題は次のとおりです：

• Oracle エンドポイントの使用時に AWS DMS ログオンのタスク障害を解消しました。
• Oracle Data Guard のフェイルオーバー後に Oracle ソース エンドポイントがロールを切り替える

と、AWS DMS タスクの実行は処理を続行できるようになりました。
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• エラー処理の改善により、ORA—12561 は、Oracle エンドポイントの使用時に回復可能なエラーとして
扱われます。

• Oracle をのソースとして使用する場合、EMPTY_BLOB() と EMPTY_CLOB() カラムが null として移行さ
れる問題を修正しました。

• SQL Server をソースとして使用すると、列 DDL の変更を追加後に、AWS DMS タスクがレコードを更
新できない問題を修正しました。

• TIMESTAMP WITH TIME ZONE データ型に対応してPostgreSQL をソース移行として改善しました。
• PostgreSQL をターゲットとして使用している場合、全ロード中は afterConnectScript の設定が機

能しない問題を修正しました。
• 新しい mapUnboundedNumericAsString 設定を導入し、PostgreSQL エンドポイントを使用する場

合、精度とスケールを持たない NUMERIC の日付型をより適切に処理できるようにしました。
• PostgreSQL をソースとして使用すると、タスクを停止して再開した後、「0 行に影響する」ため AWS 

DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
• ソースとして PostgreSQL を使用する場合、AWS DMS が BC サフィックスを持つ TIMESTAMP データ

型の移行に失敗する問題を修正しました。
• ソースとして PostgreSQL を使用する場合、AWS DMS が TIMESTAMP の値「±∞」の移行に失敗する問

題を修正しました。
• 他の値に設定された csvNullValue 設定で S3 をソースとして使用する場合、空の文字列が NULL とし

て処理される問題を修正しました。
• S3 をターゲットとして使用する場合、CDC で全ロードにより timestampColumnName の追加接続属

性を CDC の間にソートできるように改善しました。
• S3 をソースとして使用する場合、BYTE、BINARY、BLOBといった 16 進形式のバイナリデータ型の処理

が改善されました。
• S3 をターゲットとして使用するときに、削除されたレコードが特殊文字で移行される問題を修正しまし

た。
• Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) をターゲットとして使用するときに、空のキーバリュー

を処理する問題を修正しました。
• ソースとして MongoDB または Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を使用する場合、AWS DMS が
NumberDecimal または Decimal128 の列をレプリケートできない問題を修正しました。

• ソースとして MongoDB または Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) にフェイルオーバーした
ときに CDC タスクの再試行を許可する問題を修正しました。

• Kinesis、Kafka、または OpenSearch をターゲットとしてしようするとき、RAW データ型値に 16 進数
の「0x」プレフィックスを削除するオプションを追加しました。

• ソースとして Db2 LUW を使用すると、固定長の文字列での検証が失敗する問題を修正しました。
• ソースデータ型またはターゲットデータ型のみが FLOAT または DOUBLE の場合、検証が失敗する問題

を修正しました。
• ソースとして Oracle をの使用する場合、NULL 文字に検証が失敗する問題を修正しました
• ソースとして Oracle を使用すると、XML 列での検証が失敗する問題を修正しました。
• MySQL をソースとして使用する複合キーに NULL 可能な列があると、AWS DMS タスクがクラッシュ

する問題を修正しました。
• AWS DMS がSQL Server ソース エンドポイントと PostgreSQL ターゲット エンドポイントの UUID 列

から UNIQUEIDENTIFIER の両方の列で検証に失敗する問題を修正しました。
• CDC タスクが変更された後に、更新されたソーステーブル定義を使用しなくなる問題を修正しました。
• AWS DMS がフェイルオーバーして、無効なユーザー名またはパスワードが原因で発生したタスク障害

を回復可能なエラーとして扱うように改善しました。
• ソースとしてRDS for SQL Server を使用すると、LSN が見つからないため、AWS DMS のタスクが失敗

する問題を修正しました。
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AWS Database Migration Service 3.4.3 リリース
ノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.3 で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能 説明

Amazon DocumentDB の
ニューバージョン

Amazon DocumentDB バージョン 4.0 がソースとしてサポートされるよ
うになりました。

MariaDB のニューバージョン MariaDB バージョン 10.4 はソースおよびターゲットとしてサポートさ
れるようになりました。

AWS Secrets Manager 統合
の対応

サポートされているエンドポイントのデータベース接続の詳細(ユーザー
認証情報)を AWS Secrets Manager に安全に保存することができます。
その後、プレーンテキストの認証情報ではなく、対応するシークレット
を AWS DMS エンドポイントを作成または変更する場合に送信し、次
に、AWS DMS はシークレットを使用してエンドポイント データベー
スに接続します。AWS DMS　エンドポイントのシークレットの作成
についての詳細、「シークレットを使用して AWS Database Migration 
Service エンドポイントにアクセスするには (p. 668)」をご参照くださ
い。

C5 および R5 レプリケー
ションインスタンスのオプ
ションが増えました

これで、次のように従来より大きなレプリケーションインスタンスサ
イズを作成できます：C5 のサイズは最大 96 vCPUs と 192 GiB のメモ
リ、R5 サイズは最大 96 vCPUs および 768 GiB のメモリ。

Amazon Redshift のパフォー
マンスの向上

AWS DMS　はターゲットとして Redshift を使用し、進行中のレプリ
ケーションのパフォーマンスを向上させる場合に、並列適用に対応す
るようになりました。詳細については、「Amazon Redshift のマルチス
レッドタスク設定 (p. 362)」を参照してください。

AWS DMS 3.4.3 で解決された問題は次のとおりです：

• ソースとして Db2 LUW を使用すると、遅延イベントのコミットタイムスタンプが「1970-01-01 
00:00:00」になる問題を修正しました。

• フル LOB モードでソースとして SQL Server を使用する場合の NVARCHAR の列をプライマリキーとす
ると AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。

• ソースとして SQL Server を使用すると、キャッシュされた変更フェーズ中にレコードが欠落する問題
を修正しました。

• ソースとして RDS for SQL Server を使用する場合に、AWS DMS タスクの再開後にレコードがスキッ
プされる問題が修正されました。

• AWS DMS アサーションログコンポーネントは SQL Server 用の大きなログを生成する問題を修正しま
した。

• ソースとしてMySQL を使用すると、列の解析オーバーフローが原因で CDC フェーズ中にデータの検証
が失敗する問題を修正しました。

• ターゲットとして PostgreSQL を使用している場合、データ検証中のセグメンテーションフォールトが
原因で AWS DMS タスクがクラッシュ問題を修正しました。

• ソースおよびターゲットとして PostgreSQL を使用するときに CDC 中に DOUBLE データ型でデータの
検証が失敗する問題を修正しました。

• ソースとしてPostgreSQL を使用し、ターゲットとしてRedshift を使用すると、コピーコマンドによっ
て挿入されたレコードのレプリケーションが正しくなくなる問題を修正しました。
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• ソースとしてPostgreSQL を使用するときに、キャッシュされた変更フェーズ中のデータ損失の問題を
修正しました。

• ソースとしてPostgreSQL を使用すると、データの損失やレコードの重複が発生する可能性がある問題
を修正しました。

• ソースとしてPostgreSQL を使用しているときに、ケースが混在するスキーマが pglogical を使用して移
行できない問題を修正しました。

• ソースとしてOracle を使用すると、最後の失敗メッセージに ORA エラーが含まれない問題を修正しま
した。

• ターゲットとしてOracle を使用している場合、AWS DMS タスクは UPDATE ステートメントを構築で
きない問題を修正しました。

• ASM およびプラッガブル データベース構成のソースに Oracle 12.2 を使用すと、AWS DMS タスクは
データをレプリケートしない問題を修正しました。

• ソースとしてS3 を使用する場合、RFC 4180 に準拠するように引用符を保持し、レコードの解析を改善
しました。

• Full Load の列が CDC からの列でソート可能になるよう timestampColumnName の処理が改善されま
した。

• 新しいエンドポイントの MessageMaxBytes 設定を導入して、1 MB を超える LOB 要素がある
と、AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。。

• ターゲットとして Redshift を使用すると、セグメンテーションフォールトが原因で AWS DMS のタスク
がクラッシュする問題を修正しました。

• Redshift テスト接続のエラーログを改良しました。
• フルロード中に AWS DMS が MongoDB から DocumentDB にすべてのドキュメントを転送するとは限

らない問題を修正しました。
• テーブルマッピングルールにテーブルが含まれていないと、AWS DMS タスクが致命的なエラーを報告

する問題を修正しました。。
• AWS DMS タスクの再起動前に作成されたスキーマとテーブルが MySQL をソースとして使用している

場合ターゲットへのレプリケーションがされなかった問題を修正しました。
• MySQL をソースとして使用するときに、除外ルールでワイルドカードエスケープ [_] がワイルドカード

「_」をエスケープできない問題を修正しました。
• MySQL をソースとして使用しているときに、データ型 UNSIGNED BIGINT の列が正しくレプリケート

されない問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.4.2 リリース
ノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.2. で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能 説明

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) と AWS 
Database Migration Service 
(DMS) のインターネットゲー
トウェイまたはNAT デバイ
ス、VPN 接続、または AWS 
Direct Connect を使用しない
プライベート接続への対応。

Amazon VPC から作成した VPC インターフェイス エンドポイント経由
で AWS DMS に接続してアクセスできるようになりました。このイン
ターフェイス エンドポイントを使用すると、Amazon ネットワーク イ
ンフラストラクチャ内の AWS DMS のレプリケーション インスタンス
についてすべてのネットワークアクティビティを分離できます。AWS 
CLI または SDK を使用して AWS DMS へのすべての API 呼び出しに
おいて参照をこのインターフェイス エンドポイントに含めることによ
り、AWS DMS のアクティビティは公共インターネットからは見えない
ままになります。詳細については、「AWS Database Migration Service 
でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 693)」を参照してくださ
い。
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新機能または拡張機能 説明

Note

この機能は、サポートされているすべての AWS DMS エンジン 
バージョン機能を使用して利用できます。

ターゲットとして Amazon 
S3 を使用する CDC 日付ベー
スフォルダーのパーティショ
ニング

AWS DMS はターゲットとしてS3 を使用してデータをレプリケートす
るときに、日付ベースフォルダーパーティションに対応するようになり
ました。詳細については、「日付ベースのフォルダパーティション分割
を使用する (p. 379)」を参照してください。

AWS DMS 3.4.2 で解決された問題は次のとおりです：

• ターゲットとして Redshift を使用して移行を実行する場合の STATUPDATE オプションが追加されまし
た。。

• 新しい設定が導入され、検証タスクが改善されました。ValidQueryCdcDelaySecond は、ソース エ
ンドポイントとターゲット エンドポイントの両方で最初の検証クエリを遅延させ、移行レイテンシーが
高い場合にリソースの競合を減らします。

• AWS DMS が検証タスクを開始するのに長い時間がかかる問題を修正しました。。
• S3 をターゲットとして使用してレプリケーション タスクを開始または停止するときに、空のレコード

が生成される問題を修正しました。
• フルロードの完了後にタスクが停止する問題を修正しました。
• S3 をソースとして使用しているときに、ソーステーブルにデータエラーが発生するとタスクが停止する

問題を修正しました。
• ソース エンドポイントのユーザーアカウントが無効になっているとき開始中にタスクが停止する問題を

修正しました。
• REPLICA IDENTITY FULL でソースとして PostgreSQL を使用するとタスクがクラッシュする問題を

修正しました。
• pglogical プラグインでソースとして PostgreSQL を使用すると、タスクがトランザクションに失敗する

問題を修正しました。
• ターゲットとして Redshift を使用している場合、AWS DMS が圧縮ソースファイルを削除できない問題

を修正しました。
• MySQL をデータ型 BIGINT UNSIGNED のソースとターゲットの両方として使用すると、検証タスクが

偽陰性を報告する問題を修正しました。
• CHAR タイプとしてプライマリ キー列でソースとして SQL Server を使用すると、検証タスクで誤検出

が報告される問題を修正しました。
• S3 をターゲットとして使用してレプリケーション タスクをスタートするのに start-replication を

使用すると、AWS DMS がターゲットオブジェクトをクリアしない問題を修正しました。
• ソースとしてDb2 を使用すると、データ検証に関して生じたいくつかの問題を修正しました。
• VARCHAR 列を主キーにし、ソースとしてSQL Server を使用すると、検証タスクが停止する問題を修

正しました。
• ソースとしてPostgreSQL を使用している場合、タイムゾーンのデータ型 TIMESTAMP に対応するよう

になりました。

AWS Database Migration Service 3.4.1 β リリース
ノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.1 ベータで導入された新機能と機能強化を示します。
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新機能または拡張機能 説明

MongoDB ニューバージョン ソースとして MongoDB バージョン 4.0 に対応するようになりました。

SQL Server の TLS 1.2 対応 AWS DMS は SQL Server エンドポイントのTLS 1.2に対応するようにな
りました。

AWS DMS 3.4.1 で解決された問題は次のとおりです。

• Oracle 19c TDEのサポートが改善されました。
• ターゲットとしてRedshift を使用した utf8mb4 文字セットとアイデンティティデータ型のサポートが改

善されました。
• ソースとしてMySQL を使用し、バイナリログが存在しない場合のレプリケーション タスクの失敗処理

が改善されました。
• さまざまなデータ型と文字セットでのデータ検証のサポートが改善されました。
• ターゲットとして Kinesis と Kafka を使用する場合、IncludeNullAndEmpty を設定する新しいエンド

ポイントによるヌル値の処理が改善されましたののこと。
• ターゲットとしてKafka を使用する場合のエラー ログと処理が改善されました。
• ソースとして SQL Server を使用する場合の DST タイムオフセットが改善されました。
• レプリケーション タスクがターゲットとして Oracle の既存のテーブルを作成しようとする問題を修正

しました。
• ソースとして Oracle を使用すると、データベース接続の強制終了後、レプリケーション タスクが停止

する問題を修正しました。
• AlwaysOn 設定でソースとして SQL Server を使用しているとき、レプリケーション タスクが新しいプ

ライマリを検出して再接続できない問題を修正しました。
• ターゲットとして S3 をする特定の条件の下でレプリケーション タスクが "D" を "OP" に追加できない

問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.4.0 β リリース
ノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.0 で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能 説明

MySQL のニューバージョン トランザクション ペイロードが圧縮される場合を除き、AWS DMS は
ソースとしてMySQL バージョン 8.0 に対応するようになりました。

MTLS 1.2 による MySQL 対
応

AWS DMS は MySQL エンドポイントの TLS 1.2 に対応するようになり
ました。

MariaDB のニューバージョン AWS DMS は、ソースとして MariaDB バージョン 10.3.13 に対応するよ
うになりました。

自己管理型 SQL 
ServerSysAdmin ソースにア
クセスできない

AWS DMSは、SysAdmin 非ユーザーによるオンプレミスおよび EC2 ホ
ストされた SQL Server ソースエンドポイントへのアクセスに対応する
ようになりました。
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新機能または拡張機能 説明

Note

現在、この機能はベータモードです。試してみたい場合は、詳
細については、AWS のサポートにお問い合わせください。

CREATE TABLE AS を使用し
て作成された CDC タスクお
よび Oracle ソース テーブル

AWS DMS では、CREATE TABLE AS ステートメントを使用して作成さ
れた Oracle ソース テーブルに対して実行中の全ロードおよび CDC お
よび CDC のみのタスクの両方に対応するようになりました。

AWS DMS 3.4.0 で解決された問題は次のとおりです：

• 移行前のタスク評価が改善されました。詳細については、「タスクの移行前評価の有効化と操
作 (p. 591)」を参照してください。

• 浮動小数点データ型、実数、倍精度浮動小数点データ型のデータ検証が改善されました。
• [The specified key does not exist] (指定されたキーは存在しません) のエラーをより適切に処理すること

で、ターゲットとしての Amazon Redshift を改善しました。
• ターゲットとしての Amazon OpenSearch サービス (OpenSearch サービス) 

の、ParallelApplyThreads、ParallelApplyBufferSizeParallelApplyQueuesPerThread、
を含むマルチスレッドの CDC ロードタスク設定をサポートします。

• 複合プライマリキーの使用をサポートすることにより、ターゲットとしての OpenSearch Service を改
善しました。

• ソースとしてPostgreSQL を使用し、パスワードに特殊文字が含まれているとき、テスト接続が失敗す
る問題を修正しました。

• 一部の VARCHAR 列を切り詰めると SQL Server をソースとして使用する際の問題が修正されました。
• Amazon RDS SQL Server をソースとして使用している場合、AWS DMS のオープントランザクション

が閉じない問題が修正されました。この際ポーリング間隔パラメータが正しく設定されていないと、
データが失われる可能性があります。推奨されるポーリング間隔値を設定する方法の詳細については、
「Microsoft SQL Server データベースの AWS DMS のソースとしての使用 (p. 203)」をご参照くださ
い。

• ソースとしての Oracle Standby ではバイナリリーダーの使用時に CDC タスクが予期せず停止する問題
を修正しました。

• IBM DB2 for LUW で、「数値リテラル 0 は値が範囲外であるため有効ではありません」というメッセー
ジでタスクが失敗する問題を修正しました。

• PostgreSQL ソースに新しい列が追加され、カラムがソースで最初に作成されたデータ型とは異なる
データ型で作成された PostgreSQL から PostgreSQL への移行に関する問題を修正しました。

• MySQL ソースで、バイナリログを取得できなかったときに移行タスクが予期せず停止する問題を修正
しました。

• BatchApply が使用されていたとき Oracle ターゲットに関連する問題が修正されました。
• TIMEデータ型移行時にの MySQL と MariaDB の問題を修正しました。
• IBM DB2 LUW ソース で、テーブルにプライマリキーまたは一意キーがない場合、LOB を含むテーブル

の移行が失敗する問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.3.4 リリース
ノート

AWS DMS 3.3.4 で解決された問題は次のとおりです：
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• ソースとして PostgreSQL を使用すると、トランザクションがドロップまたは複製される問題を修正し
ました。

• スキーマ名でのドル記号 ($) 使用への対応が改善されました。
• ソースとしてRDS SQL Server を使用すると、レプリケーション インスタンスが開いているトランザク

ションを閉じない問題を修正しました。
• ソースとしてPostgreSQL を使用し、パスワードに特殊文字が含まれているとき、テスト接続が失敗す

る問題を修正しました。
• [The specified key does not exist] (指定されたキーは存在しません) のエラーをより適切に処理すること

で、ターゲットとしての Amazon Redshift を改善しました。
• さまざまなデータ型と文字セットでのデータ検証のサポートが改善されました。
• レプリケーション タスクがターゲットとして Oracle の既存のテーブルを作成しようとする問題を修正

しました。
• レプリケーション タスクで、ターゲットとして Amazon S3 の特定の条件下で "D" が "OP" 列に追加さ

れない問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.3.3 リリース
ノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.3.3 で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能 説明

新しい PostgreSQL バージョ
ン

PostgreSQL バージョン 12 がソースおよびターゲットとしてサポートさ
れるようになりました。

ターゲットとして Amazon 
OpenSearch Service を使用
する複合プライマリキーへの
Support

AWSDMS 3.3.3 以降、複合プライマリキーの使用が OpenSearch 
Service ターゲットで対応します。

Oracle 拡張データ型のサポー
ト

Oracle ソースとターゲットの両方に対して、Oracle 拡張データ型がサ
ポートされました。

アカウントあたりの AWS 
DMS リソース数の引き上げ

作成できる AWS DMS リソース数の制限が引き上げられました。詳細に
ついては、「AWS Database Migration Service のクォータ (p. 712)」を
ご参照ください。

AWS DMS 3.3.3 で解決された問題は次のとおりです：

• Amazon Kinesis の Parallel Apply に特定の update ステートメントを使用するとタスクがクラッシュす
る問題を修正しました。

• Amazon S3　をターゲットとした ALTER TABLE ステートメントでタスクがクラッシュする問題を修正
しました。

• Microsoft SQL Server をソースとして使用すると、ポリゴンの列の値が切り捨てられる問題を修正しま
した。

• Oracle をソースとして使用している場合の、JA16SJISTILDE と JA16EUCTILDE の Unicode コンバー
ターでの問題を修正しました。

• MEDIUMTEXT 列と LONGTEXT 列を MySQL から S3 カンマ区切り値 (CSV) 形式に移行できなかった
問題を修正しました。

• Apache Parquet 出力でブール値の列が正しくない型に変換される問題を修正しました。
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• Oracle の拡張 varchar 列に関する問題を修正しました。
• 特定のタイムスタンプの組み合わせが原因でデータ検証タスクが失敗する問題を修正しました。
• Sybase データ定義言語 (DDL) レプリケーションの問題を修正しました。
• Oracle Binary Reader での Oracle Real Application Clusters (RAC) ソースのクラッシュに関連する問題

を修正しました。
• スキーマ名に大文字と小文字が使用されている Oracle ターゲットの検証に関する問題を修正しました。
• IBM Db2 バージョン 9.7 および 10 の検証に関する問題を修正しました。
• StopTaskCachedChangesApplied と StopTaskCachedChangesNotApplied が有効になっている

と、タスクが 2 回停止しない問題を修正しました。
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ドキュメント履歴
2018 年 1 月の後に AWS Database Migration Service ユーザーガイドに対して行われた重要な変更を次の
表にまとめました。

RSS フィードにサブスクライブして、このドキュメントの更新に関する通知を受信できます。AWS DMS
バージョンリリースの詳細については、を参照してくださいAWS DMS リリースノート (p. 774)。

変更 説明 日付

AWS DMSAWS新しい管理ポリ
シーのサポートが追加されまし
た

AWS DMSAmazonAWS へのメ
トリックスデータポイントの公
開を許可する管理ポリシーがサ
ポートされるようになりました 
CloudWatch。また、そのAWS 
DMSAWS管理ポリシーに対する
変更の追跡を開始しました。

2023 年 3 月 6 日

VPC ソースエンドポイントと
ターゲットエンドポイントを
Support

AWS DMSソースとターゲット
としての Virtual Private Cloud 
(VPC) エンドポイントへの対応を
追加しました。 AWS DMSAWS
サービスへのルートがVPC
で明示的に定義されている場
合、VPCエンドポイントを持つ
すべてのサービスに接続できるよ
うになりました。AWS DMS

2022 年 6 月 30 日

SQL Server リードレプリカを
ソースとしてSupport

AWS DMSSQL Server リードレ
プリカをソースとしてサポート
するようになりました。を使用し
てAWS DMS、SQL ServerAWS 
DMS リードレプリカからサポー
トされている任意のターゲットへ
のライブマイグレーションを実行
できるようになりました。

2022 年 6 月 30 日

IBM Db2 z/OS データベースを
フルロードのみのソースとして
Support

AWS DMSIBM Db2 z/OS データ
ベースをソースとしてサポートす
るようになりました。を使用する
とAWS DMS、Db2AWS DMS メ
インフレームからサポートされて
いる任意のターゲットへのライブ
マイグレーションを実行できるよ
うになりました。

2022 年 6 月 30 日

EventBridge DMS イベントの
Support

AWS DMSDMS EventBridge イベ
ントを使用したイベントサブスク
リプションの管理をサポートしま
す。

2022 年 6 月 30 日

バベルフィッシュをターゲット
にSupport

AWS DMSはターゲットとし
て Babelfish に対応するように
なりました。を使用してAWS 
DMS、AWS DMSダウンタイム

2022 年 6 月 30 日
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を最小限に抑えライブデータを
任意の対応しているソースから 
Babelfish に移行できるようにな
りました。

Aurora サーバーレス v2 をター
ゲットとしてSupport

AWS DMSAurora サーバーレス 
v2 をターゲットとしてサポート
するようになりました。を使用し
てAWS DMS、Aurora サーバー
レス v2 へのライブマイグレー
ションを実行できるようになりま
した。

2022 年 6 月 30 日

入門チュートリアル AWS DMS の入門チュートリア
ルのアップデート。このチュー
トリアルでは、ソースとして 
MySQL データベース、ターゲッ
トとして PostgreSQL データベー
スを使用します。

2021 年 5 月 20 日

ターゲットとして Amazon 
Neptune に対応

データ移行のターゲットとして 
Amazon Neptune のサポートが追
加されました。

2020 年 6 月 1 日

ターゲットとしての Apache 
Kafka へのSupport

データ移行のターゲットとしての 
Apache Kafka のサポートが追加
されました。

2020 年 3 月 20 日

セキュリティコンテンツの更新 お客様のリクエストに応えて、セ
キュリティコンテンツを更新およ
び標準化しました。

2019 年 12 月 20 日

による移行AWS Snowball Edge AWS Snowball Edge を使用した
大規模なデータベースの移行のサ
ポートを追加しました。

2019 年 1 月 24 日

ターゲットとして Amazon 
DocumentDB (MongoDB 互換) に
対応

データ移行のターゲットと
して　Amazon DocumentDB 
(MongoDB 互換) に対応

2019 年 1 月 9 日

ターゲットとしての Amazon 
OpenSearch Serverおよび 
Amazon Kinesis Data Streams へ
のSupport

データ移行のターゲットとし
て OpenSearch サービスおよび 
Kinesis Data Streams への対応を
追加しました。

2018 年 11 月 15 日

CDC ネイティブのスタートサ
ポート

変更データキャプチャ (CDC) の
使用時におけるネイティブの開始
ポイントのサポートを追加しまし
た。

2018 年 6 月 28 日

Db2 LUW サポート データ移行のソースとしての 
IBM Db2 LUW のサポートを追加
しました。

2018 年 4 月 26 日

ターゲットサポートとしての 
SQL Server

ソースとして Amazon RDS for 
Microsoft SQL Server のサポート
を追加しました。

2018 年 2 月 6 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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