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Kinesis Data Streams でどのようなことができますか?

Amazon Kinesis Data Streams とは
Amazon Kinesis Data Streams を使用して、大規模な収集と処理を行うことができます。ストリームの
データレコードをリアルタイムで記録します。「」と呼ばれるデータ処理アプリケーションを作成するこ
とができます。Kinesis Data Streams アプリケーション。一般的な Kinesis Data Streams アプリケーショ
ンは、データを読み取ります。データストリームデータレコードとして。これらのアプリケーションは 
Kinesis Client Library を使用することができ、Amazon EC2 インスタンスで実行できます。処理されたレ
コードは、ダッシュボードに送信してアラートの生成や、料金設定と広告戦略の動的変更に使用できるほ
か、他のさまざまなデータにも使用できます。AWSのサービス。Kinesis Data Streams の機能と料金につ
いては、「」を参照してください。Amazon Kinesis Data Streams。

Kinesis Data Streams は Kinesis ストリーミングデータプラットフォームの一部です。Kinesis Data 
Firehose,Kinesis ビデオストリーム, およびKinesis Data Analytics。

AWS ビッグデータソリューションの詳細については、「AWS でのビッグデータ」を参照してください。
の詳細AWSストリーミングデータソリューションについては、「」を参照してください。ストリーミング
データって何ですか。

トピック
• Kinesis Data Streams でどのようなことができますか? (p. 1)
• Kinesis Data Streams を使用する利点 (p. 2)
• 関連 サービス (p. 2)

Kinesis Data Streams でどのようなことができます
か?

Kinesis Data Streams を使用すると、高速かつ継続的にデータ取り込みと集約を行うことができます。使
用されるデータには、IT インフラストラクチャのログデータ、アプリケーションのログ、ソーシャルメ
ディア、マーケットデータフィード、ウェブのクリックストリームデータなどの種類があります。データ
の取り込みと処理の応答時間はリアルタイムであるため、処理は一般的に軽量です。

Kinesis Data Streams を使用する一般的なシナリオを次に示します。

ログとデータフィードの取り込みと処理の高速化

プロデューサーからストリームにデータを直接プッシュさせることができます。たとえば、システム
とアプリケーションのログをプッシュすると、数秒で処理可能になります。これにより、フロントエ
ンドサーバーやアプリケーションサーバーに障害が発生した場合に、ログデータが失われることを防
止できます。Kinesis Data Streams は、取り込み用にデータを送信する前にサーバーでデータをバッ
チ処理しないように、データフィードの取り込みが加速されます。

リアルタイムのメトリクスとレポート作成

Kinesis Data Streams に収集されたデータを使用して、リアルタイムのデータ分析とレポート作成を
簡単に行うことができます。たとえば、データ処理アプリケーションは、バッチデータを受け取るま
で待つのではなく、データのストリーミング中にシステムおよびアプリケーションのログに関するメ
トリクスやレポート作成を操作できます。

リアルタイムデータ分析

これにより、並行処理の能力がリアルタイムデータの価値と同時に得られます。たとえば、ウェブサ
イトのクリックストリームをリアルタイムで処理し、さらに並行して実行される複数の異なる Kinesis 
Data Streams アプリケーションを使用して、サイトの使いやすさの関与を分析します。

1

http://aws.amazon.com/streaming-data/
http://aws.amazon.com/kinesis/streams/
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/dev/
http://aws.amazon.com/big-data/
http://aws.amazon.com/streaming-data/
http://aws.amazon.com/streaming-data/
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Kinesis Data Streams を使用する利点

複雑なストリーム処理

Kinesis Data Streams アプリケーションとデータストリームの有向非循環グラフ (DAG) を作成するこ
とができます。通常、これには、複数の Kinesis Data Streams アプリケーションから別のストリーム
にデータを出力し、別の Kinesis Data Streams アプリケーションによって下流処理が行われるように
します。

Kinesis Data Streams を使用する利点
Kinesis Data Streams は、さまざまなデータストリーミングの問題解決に使用できますが、一般的にデー
タのリアルタイム集計にも使用できます。集計データはその後でデータウェアハウスや MapReduce クラ
スターに読み込むことができます。

データは Kinesis Data Streams に取り込むことができるため、耐久性と伸縮性が確保されます。レコー
ドがストリームに取り込まれてから取得されるまでの遅延 (put-to-getdelay) は通常、1 秒未満です。つま
り、Kinesis Data Streams アプリケーションは、データが追加されると同時にストリームからデータを消
費し始めることができます。Kinesis Data Streams は、マネージド型サービスであるため、データ取り込
みパイプラインの作成と実行にかかわる運用負荷が軽くなります。MapReduce タイプのストリーミング
アプリケーションを作成することができます。Kinesis Data Streams は伸縮性に優れており、ストリーム
をスケールアップまたはスケールダウンできるため、有効期限が切れる前にデータレコードがなくなるこ
とはありません。

複数の Kinesis Data Streams アプリケーションを使用して、ストリームからデータを消費できるため、
アーカイブや処理のような複数のアクションを同時に独立して実行できます。たとえば、2 つのアプリ
ケーションが、同じストリームからデータを読み取ることができます。最初のアプリケーションは、実行
中の集計を計算して Amazon DynamoDB テーブルを更新します。2 番目のアプリケーションは、データを
圧縮して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などのデータストアにアーカイブします。集計実
行中の DynamoDB テーブルは、その後、次のダッシュボードによって読み取られます。up-to-the分間の
レポート。

Kinesis Client Library を使用すると、耐障害性を維持しながらストリームからデータを消費することがで
き、Kinesis Data Streams アプリケーションに対するスケーリングも可能になります。

関連 サービス
Amazon EMR クラスターを使用して Kinesis Data Streams を直接読み取って処理する方法については、
「」を参照してください。Kinesis コネクタ。
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アーキテクチャの概要

Amazon Kinesis Data Streams の用
語と概念

Amazon Kinesis Data Streams の使用を開始すると、アーキテクチャと用語を理解していることが強みに
なります。

トピック
• Kinesis Data Streams のアーキテクチャの概要 (p. 3)
• Kinesis Data Streams の用語 (p. 3)

Kinesis Data Streams のアーキテクチャの概要
次の図に、Kinesis Data Streams のアーキテクチャの概要を示します。-プロデューサーKinesis データス
トリームに継続的にデータをプッシュし、消費者データをリアルタイムで処理します。コンシューマー 
(Amazon EC2 で実行されるカスタムアプリケーションや Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリーム
など) は、AWSAmazon DynamoDB、Amazon Redshift、Amazon S3 などのサービス。

Kinesis Data Streams の用語
Kinesis Data Stream
あるKinesis データストリームの集合ですか破片 (p. 5)。各シャードにはデータレコードのシーケンス
があります。各データレコードにはシーケンス番号 (p. 5)Kinesis Data Streams によって割り当てられ
ます。
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データレコード
あるデータレコードはデータの単位はに保存されていますかKinesis データストリーム (p. 3)。データ
レコードはシーケンス番号 (p. 5)、aパーティションキー (p. 5)と、データ BLOB (変更不可のバイ
トシーケンス) Kinesis Data Streams では、BLOB 内のデータを検査、解釈、または変更することはありま
せん。データ BLOB は最大 1 MB です。

キャパシティモード
データストリームキャパシティモードキャパシティの管理方法と、データストリームの使用に対する課金
方法を決定します。現在、Kinesis Data Streams では、オンデマンドモードとプロビジョニングされてい
ますデータストリームのモード。詳細については、「データストリーム容量モードの選択 (p. 68)」を参
照してください。

の使用オンデマンドモードでは、必要なスループットを提供するために Kinesis Data Streams がシャード
を自動的に管理します。使用した実際のスループットに対してのみ課金されます。Kinesis Data Streams 
は、ワークロードのスループットニーズが上昇または低下したときに自動的に対応します。詳細について
は、「オンデマンドモード (p. 69)」を参照してください。

の使用プロビジョニングされていますモードでは、データストリームのシャード数を指定する必要があり
ます。データストリームの総容量は、シャードの容量の合計です。必要に応じて、データストリームの
シャード数を増減できます。シャード数に対して時間単位で課金されます。詳細については、「プロビ
ジョニングモード (p. 70)」を参照してください。

保持期間
保持期間は、データレコードがストリームに追加された後にデータレコードにアクセスできる時間の長
さです。ストリームの保持期間は、デフォルトで作成後 24 時間に設定されます。保持期間を最長8760
時間 (365日)IncreaseStreamRetentionPeriodまた、を使用して保持期間を最短 24 時間まで減らしま
すDecreaseStreamRetentionPeriodオペレーション. 24 時間を超える保持期間が設定されたストリームに
は追加料金が適用されます。詳細については、Amazon Kinesis Data Streams の料金表を参照してくださ
い。

プロデューサー
プロデューサーAmazon Kinesis Data Streams にレコードを配置します。たとえば、ストリームにログ
データを送信するウェブサーバーはプロデューサーです。

コンシューマー
コンシューマーAmazon Kinesis Data Streams からレコードを取得して処理します。これらのコンシュー
マーは Amazon Kinesis Data Streams アプリケーション (p. 4) と呼ばれます。

Amazon Kinesis Data Streams アプリケーション
AnAmazon Kinesis Data Streams アプリケーションはストリームのコンシューマーで、一般的に複数の 
EC2 インスタンスで実行されます。

開発可能なコンシューマーには、共有ファンアウトコンシューマーと拡張ファンアウトコンシューマーの 
2 種類あります。両者間の相違点を確認する方法、各種類のコンシューマーを作成する方法については、
「Amazon Kinesis Data Streams からのデータの読み取り (p. 121)」を参照してください。

Kinesis Data Streams アプリケーションの出力を別のストリームに入力することで、リアルタイムにデー
タを処理する複雑なトポロジを作成できます。アプリケーションは、さまざまな他のアプリケーションに
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データを送信することもできます。AWSのサービス。複数のアプリケーションが 1 つのストリームを使用
して、各アプリケーションが同時にかつ独立してストリームからデータを消費できます。

シャード
シャードは、ストリーム内の一意に識別されたデータレコードのシーケンスです。ストリームは複数の
シャードで構成され、各シャードが容量の 1 単位になります。各シャードは、読み取りに対して最大 5 つ
のトランザクションをサポートできます。最大総データ読み取りレートは 2 MB /秒、書き込みの場合は最
大 1,000 レコード/秒、最大 1 MB /秒（パーティションキーを含む）のデータ書き込みレート（パーティ
ションキーを含む）です。ストリームのデータ容量は、ストリームに指定したシャードの数によって決ま
ります。ストリームの総容量はシャードの容量の合計です。

データ転送速度が増加した場合、ストリームに割り当てられたシャード数を増やしたり、減らしたりでき
ます。詳細については、「ストリームをリシャーディングする (p. 79)」を参照してください。

パーティションキー
あるパーティションキーは、ストリーム内のデータをシャード単位でグループ化するために使用されま
す。Kinesis Data Streams は、ストリームに属するデータレコードを複数のシャードに配分します。こ
の際、各データレコードに関連付けられたパーティションキーを使用して、配分先のシャードを決定し
ます。パーティションキーは Unicode 文字列で、各キーの最大長は 256 文字に制限されています。MD5 
ハッシュ関数を使用して、パーティションキーを 128 ビットの整数値にマッピングし、関連付けられた
データレコードをシャードにマッピングします。後者のマッピングにはシャードのハッシュキー範囲を使
用します。アプリケーションは、ストリームにデータを配置するときに、パーティションキーを指定する
必要があります。

シーケンス番号
各データレコードにはシーケンス番号これは、シャード内のパーティションキーごとに一意です。を
使用してストリームに書き込むと、Kinesis Data Streams によってシーケンス番号が割り当てられま
す。client.putRecordsまたはclient.putRecord。同じパーティションキーのシーケンス番号は、
通常徐々に増加されます。書き込みリクエスト間の期間が長くなるほど、シーケンス番号は大きくなりま
す。

Note

シーケンス番号は、同じストリーム内の一連のデータのインデックスとして使用することはでき
ません。一連のデータを論理的に区別するには、パーティションキーを使用するか、データセッ
トごとに個別のストリームを作成します。

Kinesis クライアントライブラリ
Kinesis Client Library はアプリケーションにコンパイルされ、フォールトトレラントにストリームから
データを消費できます。Kinesis Client Library によって、シャードごとにその実行と処理用のレコードプ
ロセッサが確保されます。また、ストリームからのデータの読み取りが簡素化されます。Kinesis クライ
アントライブラリは、Amazon DynamoDB テーブルを使用してコントロールデータを保存します。また、
データを処理するアプリケーションごとに 1 つのテーブルを作成します。

Kinesis Client Library のメジャーバージョンは 2 種類あります。使用するバージョンは、作成するコン
シューマーの種類によって異なります。詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams からのデータ
の読み取り (p. 121)」を参照してください。

アプリケーション名
Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションの名前によって、アプリケーションが識別されます。各
アプリケーションには、スコープが指定された一意の名前が必要です。AWSアプリケーションで使用さ
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れるアカウントとリージョン。この名前は、Amazon DynamoDB ではコントロールテーブルの名前とし
て、Amazon では名前空間名として使用されます。CloudWatchメトリクス。

サーバー側の暗号化
Amazon Kinesis Data Streams は、プロデューサーがストリームに入力するときに、機密データを自動
的に暗号化できます。Kinesis Data Streams はAWS KMS暗号化用のマスターキー。詳細については、
「Amazon Kinesis Data Streams のデータ保護 (p. 223)」を参照してください。

Note

暗号化されたストリームに対して読み書きを行うために、プロデューサーおよびコンシューマー
アプリケーションにはマスターキーへのアクセス許可が必要です。プロデューサーおよびコン
シューマーアプリケーションにアクセス許可を付与する方法については、「the section called 
“ユーザー生成 KMS マスターキーを使用するためのアクセス許可” (p. 226)」を参照してくださ
い。

Note

サーバー側の暗号化を使用すると、AWS Key Management Service (AWS KMS) の料金が発生し
ます。詳細については、「」を参照してください。AWSKey Management Service。
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クォータと制限
Amazon Kinesis Data Streams には、次のストリームクォータ、シャードクォータ、および制限がありま
す。

クォータ オンデマンドモード プロビジョニングモード

データストリームの数 AWSアカウント内のストリーム
の数にクォータ上限はありませ
ん。デフォルトでは、デフォル
トでは、オンデマンド容量モー
ドで最大 50 のデータストリーム
を作成できます。このクォータ
の引き上げが必要な場合は、サ
ポートチケットをあげてくださ
い。

アカウント内で、プロビジョ
ンドモードのストリームの数に
クォータ上限はありません。

シャード数 上限はありません。シャードの
数は、取り込むデータの量と
必要なスループットのレベルに
よって異なります。Kinesis Data 
Streams は、データ量とトラ
フィックの変化に応じてシャー
ドの数を自動的にスケーリング
します。

上限はありません。デフォル
トのシャード制限は、米国東
部 (バージニア北部)、米国西部 
(オレゴン) 、および欧州 (アイ
ルランド)AWS の各リージョン
でAWSアカウントあたり 500 
シャードです。そのほかのすべ
てのリージョンでは、デフォル
トのシャードクォータは AWS ア
カウントあたり 200 シャードで
す。 shards-per-data ストリーム
クォータの増額をリクエストす
るには、「クォータの増額をリ
クエストする」を参照してくだ
さい。

データストリームのスループッ
ト

デフォルトでは、オンデマンド
容量モードで作成された新しい
データストリームには、4 MB/秒
の書き込みおよび 8 MB/秒の読み
取りスループットがあります。
トラフィックが増加すると、オ
ンデマンド容量モードのデータ
ストリームは、200 MB/秒の書
き込みおよび 400 MB/秒の読み
取りスループットまで拡張され
ます。書き込み容量を1 GB/秒、
読み取り容量を2 GB/秒に増やす
必要がある場合は、サポートチ
ケットを送信してください

上限はありません。最大スルー
プットは、ストリーム用にプ
ロビジョニングされたシャー
ドの数によって異なります。各
シャードは、最大 1 MB/秒また
は 1,000 レコード/秒の書き込み
スループット、または最大 2 MB/
秒または 2,000 レコード/秒の
読み取りスループットをサポー
トできます。取り込み容量を増
やす必要がある場合は、AWS 
Management Consoleまたは
UpdateShardCountAPI を使用し
て、ストリーム内のシャードカ
ウントを簡単にスケールアップ
できます。

データペイロードサイズ base64-encoding以前のレコードのデータペイロードの最大サイ
ズは 1 MB までです。
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クォータ オンデマンドモード プロビジョニングモード

GetRecordsトランザクション
サイズ

GetRecordsは、1 つのシャードからの呼び出しごとに最大 10 MB の
データを取得でき、1 回の呼び出しで最大 10,000 件のレコードを取
得できます。GetRecords への各呼び出しは、1 つの読み込みトラ
ンザクションとしてカウントされます。各シャードは 1 秒あたり最
大 5 件のトランザクションをサポートできます。各読み込みトラン
ザクションは最大 10,000 レコードを提供でき、トランザクションあ
たり 10 MB のクォータ上限があります。

シャードあたりのデータ読み取
り速度

各シャードは、経由で 1 秒あたり 2MB の最大合計データ読み取り
速度をサポートできますGetRecords。GetRecords への呼び出しで 
10 MB が返される場合、次の 5 秒以内に行われたそれ以降の呼び出
しでは、例外がスローされます。

データストリームあたりの登録
コンシューマー数

データストリームごとに最大 20 の登録コンシューマー (拡張ファン
アウト制限) を作成できます。

プロビジョニングモードとオン
デマンドモードの切り替え

AWS アカウントのデータストリームごとに、24 時間以内にオンデ
マンド容量モードとプロビジョンド容量モードを 2 回切り替えるこ
とができます。 

API の制限
ほとんどの API と同様に、Kinesis Data Streams API オペレーションにはレート制限があります。リー
ジョンごと、AWS アカウントごとに以下の制限が適用されます。Kinesis Data Streams API の詳細につい
ては、Amazon Kinesis Streams API リファレンスを参照してください。

KDS コントロールプレーン API の制限
次のセクションでは、KDS コントロールプレーン API の制限を示します。KDS コントロールプレー
ン API を使用すると、データストリームを作成および管理できます。これらの制限は、リージョンご
と、AWS アカウントごとに適用されます。

コントロールプレーン API の制限

API API コールの制限 アカウント/ストリーム
あたり 

説明

AddTagsToStream 1 秒あたり 5 件のトラン
ザクション (TPS)

ストリームあたり データストリームあた
り 50 タグ

CreateStream 5 TPS アカウントあたり アカウントに存
在できるストリー
ムの数にクォー
タ上限はありませ
ん。LimitExceededException次
のいずれかを実
行しようとする
と、CreateStreamリ
クエストを送信すると
メッセージが表示され
ます。

• 特定の時点で、5 つを
超える CREATING 状
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API API コールの制限 アカウント/ストリーム
あたり 

説明

態のストリームを持
つ。

• アカウントに許可さ
れている数よりも多
くのシャードを作成
する。

DecreaseStreamRetentionPeriod5 TPS ストリームあたり データストリームの保
持期間の最小値は 24 時
間です。

DeleteStream 5 TPS アカウントあたり  

DeregisterStreamConsumer5 TPS ストリームあたり  

DescribeLimits 1 TPS アカウントあたり  

DescribeStream 10 TPS ストリームあたり  

DescribeStreamConsumer20 TPS ストリームあたり  

DescribeStreamSummary 20 TPS ストリームあたり  

DisableEnhancedMonitoring5 TPS ストリームあたり  

EnableEnhancedMonitoring5 TPS ストリームあたり  

IncreaseStreamRetentionPeriod5 TPS ストリームあたり ストリームの保持期間
の最大値は 8760 時間 
(365 日) です。

ListShards 1,000 TPS ストリームあたり  

ListStreamConsumers 5 TPS ストリームあたり  

ListStreams 5 TPS アカウントあたり  

ListTagsForStream 5 TPS ストリームあたり  

MergeShards 5 TPS ストリームあたり プロビジョニングされ
た場合にのみ適用され
ます。
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API API コールの制限 アカウント/ストリーム
あたり 

説明

RegisterStreamConsumer 5 TPS ストリームあたり コンシューマーはデー
タストリームごとに
最大 20 登録できま
す。指定されたコン
シューマーは、一度
に 1 つのデータスト
リームに登録できま
す。同時に作成できる
コンシューマーは 5 つ
だけです。つまり、
同時に 5 つを超える 
CREATINGCREATING
ステータスのコン
シューマーを持つこ
とはできません。コン
シューマーを持つとき
に 6 番目のコンシュー
マーを持つことはでき
ませんCREATING

RemoveTagsFromStream 5 TPS ストリームあたり  

SplitShard 5 TPS ストリームあたり プロビジョニング済み
のみに適用

StartStreamEncryption   ストリームあたり 24 時間周期で 25 回、
新しい AWS KMS キー
をサーバー側の暗号
化に正常に適用できま
す。

StopStreamEncryption   ストリームあたり 24 時間のローリング期
間あたり、サーバー側
の暗号化を 25 回無効に
することができます。

UpdateShardCount   ストリームあたり プロビジョニングさ
れた場合にのみ適用
されます。デフォル
トのシャード制限は 
10,000 です。この API 
には他にも制限があ
ります。詳細について
は、を参照してくださ
いUpdateShardCount。

UpdateStreamMode   ストリームごと AWS アカウントの
データストリームごと
に、24 時間以内にオ
ンデマンド容量モード
とプロビジョンド容量
モードを 2 回切り替え
ることができます。
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KDS データプレーンの API の制限
次のセクションでは、KDS データプレーン API の制限について説明します。KDS データプレーン API を
使用すると、データストリームを使用してデータレコードをリアルタイムで収集および処理できます。こ
れらの制限は、データストリーム内のシャードごとに適用されます。

データプレーンの API の制限

API API コールの制限 ペイロードの制限 その他の詳細

GetRecords 5 TPS 呼び出しごとに返
されるレコードの
最大数は 10,000 で
す。GetRecords が返
すことができるデータ
の最大サイズは、10 MB 
です。

呼び出しがこの
量のデータを返
した場合、次の 
5ProvisionedThroughputExceededException
秒以内に行われた後
続の呼び出しでスロー
されます。ストリー
ムにプロビジョニング
されたスループットが
不十分な場合、次の 
1ProvisionedThroughputExceededException
秒以内に実行される呼
び出しがスローされま
す。

GetShardIterator 5 TPS   シャードイテレーター
はリクエスタに返さ
れてから 5 分後に有
効期限が切れます。 
GetShardIterator リ
クエストが頻繁に行
われると、届きます 
ProvisionedThroughputExceededException。

PutRecord 1,000 TPS 各シャードは、1 秒あた
り 1,000 レコードまで
の書き込みをサポート
し、1 秒あたり 1 MB の
最大データ書き込みを
サポートします。

 

PutRecords   PutRecords 各リクエ
ストは、最大 500 レ
コードをサポートでき
ます。リクエストに含
まれる各レコードは 1 
MB、リクエスト全体
の上限はパーティショ
ンキーを含めて最大 5 
MB。各シャードは、1 
秒あたり 1,000 レコー
ドまでの書き込みをサ
ポートし、1 秒あたり 1 
MB の最大データ書き込
みをサポートします。

 

SubscribeToShard シャードごと、登録済
みコンシューマーごと

  同じ ConsumerARN 
を使用して、通話
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API API コールの制限 ペイロードの制限 その他の詳細
に 1 SubscribeToShard 
秒あたり SREATING を 
1 回呼び出すことができ
ます。

が成功してから 5 
SubscribeToShard 
ShardId 秒以内に
再度電話をかける
と、ResourceInUseException
が返されます。

クォータの引き上げ
クォータが調整可能な場合は、Service Quotas を使用してクォータの引き上げを要求できます。一部のリ
クエストは自動的に解決され、その他のリクエストは AWS サポートに送信されます。AWS サポートに送
信されたクォータ引き上げリクエストのステータスを追跡できます。サービスクォータを引き上げるリク
エストは、優先サポートを受けません。緊急のリクエストがある場合は、AWS サポートにお問い合わせく
ださい。詳細については、What Is Service Quotas?を参照してください。

サービスクォータの引き上げをリクエストするには、Requesting a Quota Increaseで説明している手順に
従います。
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Amazon Kinesis Data Streams の
セットアップ

Amazon Kinesis Data Streams を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してくださ
い。

タスク
• AWS へのサインアップ (p. 13)
• ライブラリとツールをダウンロードする (p. 13)
• 開発環境を設定する (p. 14)

AWS へのサインアップ
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントが、Kinesis Data Streams を含
む、AWS 内のすべてのサービスに自動的にサインアップされます。請求されるのは、使用したサービスの
料金のみです。

AWS アカウントを既にお持ちの場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してください。

AWS にサインアップしてアカウントを作成するには

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
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。

ライブラリとツールをダウンロードする
以下のライブラリとツールは Kinesis Data Streams での作業に役立ちます。

• Amazon Kinesis API リファレンスは、Kinesis Data Streams でサポートされている基本的なオペレー
ションのセットです。Java コードを使用した基本的なオペレーションの実行の詳細については、次を参
照してください。
• で Amazon Kinesis Data Streams API を使用したプロデューサーの開発AWS SDK for Java (p. 100)
• AWS SDK for Java を使用したスループット共有カスタムコンシューマーの開発 (p. 160)
• ストリームの作成と管理 (p. 68)

• Go、Java、.NET、Node.js JavaScript、PHP、Python、Ruby のAWS SDK には、Kinesis Data Streams 
サポートとサンプルが含まれています。のお使いのバージョンに Kinesis Data StreamsAWS SDK for 
Java サンプルが含まれていない場合は、からダウンロードできますGitHub。
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• Kinesis Client Library (KCL) には、 easy-to-use データ処理用のプログラミングモデルが用意されていま
す。KCL では、Kinesis Data Streams を Java、Node.js、.NET、Python、Ruby ですぐに使い始めるこ
とができます。詳細については、ストリームからのデータの読み取り (p. 121)を参照してください。

• AWS Command Line Interface は、Kinesis Data Streams をサポートしています。AWS CLI を使用する
と、複数の AWS サービスをコマンドラインから制御したり、スクリプトで自動化したりできます。

開発環境を設定する
KCL を使用するには、Java 開発環境が以下の要件を満たしている必要があります。

• Java 1.7 (Java SE 7 JDK) 以降。最新の Java ソフトウェアは、Oracle ウェブサイトのJava SE ダウン
ロードからダウンロードできます。

• Apache Commons パッケージ (コード、HTTP クライアント、ログ記録)。
• Jackson JSON プロセッサ

AWS SDK for Java では、サードパーティーフォルダに Apache Commons と Jackson が含まれていま
す。ただし、SDK for Java は Java 1.6 で動作しますが、Kinesis Client Library には Java 1.7 が必要です。
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Amazon Kinesis Data Streams の開
始方法

このセクションの情報は、Amazon Kinesis Data Streams の使用を開始する上で役立ちます。Kinesis Data 
Streams を初めて利用する場合は、Amazon Kinesis Data Streams の用語と概念 (p. 3)で説明されている概
念と用語について理解することから始めてください。

このセクションでは、AWS Command Line Interface を使用して基本的な Amazon Kinesis Data Streams 
オペレーションを実行する方法を示します。Kinesis Data Streams データフローの基本原則と Kinesis data 
stream でのデータの入力や取得に必要なステップについて説明します。

トピック
• AWS CLI のインストールと設定 (p. 15)
• AWS CLI を使用した基本的な Kinesis Data Stream オペレーションの実行 (p. 16)

CLI アクセスには、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが必要です。長期のアクセスキーの代わ
りに一時的な認証情報をできるだけ使用します。一時的な認証情報には、アクセスキー ID、シークレット
アクセスキー、および認証情報の失効を示すセキュリティトークンが含まれています。詳細については、
「AWS 全般のリファレンス」の「AWS アクセスキーを管理するためのベストプラクティス」を参照して
ください。

step-by-step IAM およびセキュリティキーの詳細なセットアップ手順については、IAM ユーザーを作成す
るを参照してください。

このセクションで説明する特定のコマンドは、特定の値が実行のたびに異なる場合を除き、そのまま使用
します。また、この例では米国西部 (オレゴン) リージョンを使用していますが、このセクションの手順は
Kinesis Data Streams がサポートされているリージョンのいずれにおいても機能します。

AWS CLI のインストールと設定
AWS CLI をインストールする
をインストールする方法の詳しいステップについては、AWS CLIWindows 用と、Linux、OS X、Unix オペ
レーティングシステム用の場合は、を参照してください。インストール:AWSCLI。

使用可能なオプションとサービスのリストを表示するには、次のコマンドを使用します。

aws help

Kinesis Data Streams サービスを使用して、AWS CLI次のコマンドを実行して、Kinesis Data Streams に
関連するサブコマンド。

aws kinesis help

このコマンドの出力には、使用可能な Kinesis Data Streams コマンドが含まれます。
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AVAILABLE COMMANDS 

       o add-tags-to-stream 

       o create-stream 

       o delete-stream 

       o describe-stream 

       o get-records 

       o get-shard-iterator 

       o help 

       o list-streams 

       o list-tags-for-stream 

       o merge-shards 

       o put-record 

       o put-records 

       o remove-tags-from-stream 

       o split-shard 

       o wait

このコマンドリストは、で説明されている Kinesis Data Streams API に対応しています。Amazon Kinesis 
Service API リファレンス。たとえば、create-stream コマンドは CreateStream API アクションに対
応します。

これで AWS CLI は正常にインストールされましたが、まだ設定されていません。これについては、次の
セクションで説明します。

AWS CLI を設定する
一般的な使用の場合、aws configure コマンドが、AWS CLI のインストールをセットアップするための
最も簡単な方法です。詳細については、AWS CLI の設定を参照してください。

AWS CLI を使用した基本的な Kinesis Data Stream 
オペレーションの実行

このセクションでは、を使用して、コマンドラインからの Kinesis Data Streams の基本的な使用方法につ
いて説明します。AWS CLI。「Amazon Kinesis Data Streams の用語と概念 (p. 3)」で説明されている概念
を理解している必要があります。

Note

Kinesis Data Streams はAWS無料利用枠です。このチュートリアルを完了したら、AWS料金の発
生を停止するためのリソース。詳細については、「ステップ 4: クリーンアップ (p. 20)」を参
照してください。

トピック
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• ステップ 1: ストリームを作成する (p. 17)
• ステップ 2: レコードを入力する (p. 18)
• ステップ 3: レコードを取得する (p. 18)
• ステップ 4: クリーンアップ (p. 20)

ステップ 1: ストリームを作成する
最初のステップは、ストリームを作成し、正常に作成されたことを確認することです。次のコマンドを使
用して、「Foo」という名前のストリームを作成します。

aws kinesis create-stream --stream-name Foo

次に、次のコマンドを実行して、ストリーム作成の進行状況を確認します。

aws kinesis describe-stream-summary --stream-name Foo

次の例のような出力が得られます。

{ 
    "StreamDescriptionSummary": { 
        "StreamName": "Foo", 
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/Foo", 
        "StreamStatus": "CREATING", 
        "RetentionPeriodHours": 48, 
        "StreamCreationTimestamp": 1572297168.0, 
        "EnhancedMonitoring": [ 
            { 
                "ShardLevelMetrics": [] 
            } 
        ], 
        "EncryptionType": "NONE", 
        "OpenShardCount": 3, 
        "ConsumerCount": 0 
    }
}

この例では、ストリームのステータスは CREATING であり、使用する準備が完全には整っていないこと
を意味します。しばらくしてからもう一度調べると、次の例のような出力が表示されます。

{ 
    "StreamDescriptionSummary": { 
        "StreamName": "Foo", 
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/Foo", 
        "StreamStatus": "ACTIVE", 
        "RetentionPeriodHours": 48, 
        "StreamCreationTimestamp": 1572297168.0, 
        "EnhancedMonitoring": [ 
            { 
                "ShardLevelMetrics": [] 
            } 
        ], 
        "EncryptionType": "NONE", 
        "OpenShardCount": 3, 
        "ConsumerCount": 0 
    }
} 
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この出力には、このチュートリアルで気にする必要がない情報も含まれています。ここで重要な項目は
"StreamStatus": "ACTIVE" であり、ストリームを使用する準備ができたことと、リクエストした単
一のシャードに関する情報が示されています。また、次に示すように、list-streams コマンドを使用し
て新しいストリームの存在を確認することもできます。

aws kinesis list-streams

出力:

{ 
    "StreamNames": [ 
        "Foo" 
    ]
}

ステップ 2: レコードを入力する
アクティブなストリームができたら、データを入力できます。このチュートリアルでは、最もシンプルな
コマンド put-record を使用して、"testdata" というテキストを含む単一のデータレコードをストリーム
に入力します。

aws kinesis put-record --stream-name Foo --partition-key 123 --data testdata

このコマンドが成功すると、出力は次の例のようになります。

{ 
    "ShardId": "shardId-000000000000", 
    "SequenceNumber": "49546986683135544286507457936321625675700192471156785154"
}

これで、ストリームにデータを追加できました。次にストリームからデータを取得する方法を説明しま
す。

ステップ 3: レコードを取得する
GetShardイテレーター

ストリームからデータを取得するには、対象となるシャードのシャードイテレーターを取得する必要が
あります。シャードイテレーターは、コンシューマー (ここでは get-record コマンド) が読み取るスト
リームとシャードの位置を表します。次のように get-shard-iterator コマンドを使用します。

aws kinesis get-shard-iterator --shard-id shardId-000000000000 --shard-iterator-type 
 TRIM_HORIZON --stream-name Foo

ということを思い出してくださいaws kinesisのコマンドにはその背後に Kinesis Data Streams API が
あります。示されているパラメータに関心がある場合は、GetShardIteratorAPI リファレンスのトピッ
ク。実行に成功すると、出力は次の例のようになります (出力全体を表示するには、水平にスクロールし
ます)。

{ 
    "ShardIterator": "AAAAAAAAAAHSywljv0zEgPX4NyKdZ5wryMzP9yALs8NeKbUjp1IxtZs1Sp
+KEd9I6AJ9ZG4lNR1EMi+9Md/nHvtLyxpfhEzYvkTZ4D9DQVz/mBYWRO6OTZRKnW9gd+efGN2aHFdkH1rJl4BL9Wyrk
+ghYG22D2T1Da2EyNSH1+LAbK33gQweTJADBdyMwlo5r6PqcP2dzhg="
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}

ランダムに見える長い文字列がシャードイテレーターです (お客様のシャードイテレーターはこれとは異
なります)。このシャードイテレーターをコピーして、次に示す get コマンドに貼り付ける必要がありま
す。シャードイテレーターの有効期間は 300 秒です。これは、シャードイテレーターをコピーして次の
コマンドに貼り付けるのに十分な時間です。次のコマンドに貼り付ける前に、シャードイテレーターから
改行を削除する必要があることに注意してください。シャードイテレーターが有効ではないことを示すエ
ラーメッセージが表示された場合は、もう一度 get-shard-iterator コマンドを実行します。

GetRecords

-get-recordsコマンドはストリームからデータを取得し、次の呼び出しに解決されま
す。GetRecordsKinesis Data Streams API で シャードイテレーターは、データレコードの逐次読み取り
を開始する、シャード内の位置を指定します。イテレーターが指定するシャードの位置にレコードがない
場合、GetRecords は空のリストを返します。シャード内のレコードが含まれる位置に到達するために、
複数の呼び出しが必要になる場合があることに注意してください。

get-records コマンドの例を次に示します (出力全体を表示するには、水平にスクロールします)。

aws kinesis get-records --shard-iterator 
 AAAAAAAAAAHSywljv0zEgPX4NyKdZ5wryMzP9yALs8NeKbUjp1IxtZs1Sp+KEd9I6AJ9ZG4lNR1EMi
+9Md/nHvtLyxpfhEzYvkTZ4D9DQVz/mBYWRO6OTZRKnW9gd+efGN2aHFdkH1rJl4BL9Wyrk
+ghYG22D2T1Da2EyNSH1+LAbK33gQweTJADBdyMwlo5r6PqcP2dzhg=

bash など Unix タイプのコマンドプロセッサからこのチュートリアルを実行する場合は、次のように入れ
子にしたコマンドを使用して、シャードイテレーターの取得を自動化できます (横方向にスクロールして
コマンド全体を表示)。

SHARD_ITERATOR=$(aws kinesis get-shard-iterator --shard-id shardId-000000000000 --shard-
iterator-type TRIM_HORIZON --stream-name Foo --query 'ShardIterator')

aws kinesis get-records --shard-iterator $SHARD_ITERATOR

このチュートリアルを、をサポートするシステムから実行している場合PowerShellでは、次のようなコマ
ンドを使用して、シャードイテレーターの取得を自動化できます (横方向にスクロールしてコマンド全体
を表示)。

aws kinesis get-records --shard-iterator ((aws kinesis get-shard-iterator --shard-id 
 shardId-000000000000 --shard-iterator-type TRIM_HORIZON --stream-name Foo).split('"')[4])

get-records コマンドが正常に終了すると、次の例のように、シャードイテレーターを取得するときに
指定したシャードに対応するストリーム内のレコードがリクエストされます (出力全体を表示するには、
水平にスクロールします)。

{ 
  "Records":[ { 
    "Data":"dGVzdGRhdGE=", 
    "PartitionKey":"123”, 
    "ApproximateArrivalTimestamp": 1.441215410867E9, 
    "SequenceNumber":"49544985256907370027570885864065577703022652638596431874" 
  } ], 
  "MillisBehindLatest":24000, 
  
 "NextShardIterator":"AAAAAAAAAAEDOW3ugseWPE4503kqN1yN1UaodY8unE0sYslMUmC6lX9hlig5+t4RtZM0/
tALfiI4QGjunVgJvQsjxjh2aLyxaAaPr
+LaoENQ7eVs4EdYXgKyThTZGPcca2fVXYJWL3yafv9dsDwsYVedI66dbMZFC8rPMWc797zxQkv4pSKvPOZvrUIudb8UkH3VMzx58Is="
}
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上記で get-records をリクエストとして説明しましたが、これは、ストリーム内にレコードが存在する
場合でもゼロ件以上のレコードが返される可能性があり、返されたレコードはストリーム内に現存するす
べてのレコードを示していない可能性があることを意味します。これは完全に正常で、本稼働用のコード
ではストリームに対し、適切な間隔でレコードに対するポーリングを行います (このポーリング速度は、
個々のアプリケーションの設計要件によって異なります)。

チュートリアルのこのパートで記録について最初に気付くのは、データがゴミのように見えることで
す。これはクリアテキストではありません。testdata送った これは、バイナリデータを送信でき
るように、put-record では Base64 エンコーディングを使用しているためです。ただし、Kinesis 
Data Streams はAWS CLIBase64は提供していないデコードしますこれは、Base64 デコーディング
された raw バイナリコンテンツを stdout に出力すると、特定のプラットフォームやターミナルで、
意図しない動作やセキュリティ上の問題が発生する可能性があるためです。Base64 デコーダ (https:// 
www.base64decode.org/ など) を使用して手動で dGVzdGRhdGE= をデコードすると、これが実際に
testdata であることを確認できます。このチュートリアルではこれで問題ありません。なぜなら、実際
には、AWS CLI を使用してデータを利用することはまれであり、通常は前に示したようにストリームの
状態をモニタリングしたり、情報を取得したりするために使用されるからです (describe-stream およ
び list-streams)。後のチュートリアルでは、Kinesis Client Library (KCL) を使用して、本稼働品質のコ
ンシューマーアプリケーションを構築する方法を示し、Base64 を処理します。KCL の詳細については、
「」を参照してください。KCL を使用したスループット共有カスタムコンシューマーの開発。

get-records によって、常にストリーム/シャード内のすべてのレコードが返されるわけではありませ
ん。このような場合は、最後の結果から NextShardIterator を使用して、次のレコードのセットを
取得します。したがって、大量のデータがストリームに入力されていた場合 (本稼働アプリケーションで
の通常の状況)、毎回 get-records を使用してデータのポーリングを継続できます。ただし、300 秒の
シャードイテレーターの有効期間内に次のシャードイテレーターを使用して get-records を呼び出し
た場合、エラーメッセージが表示され、get-shard-iterator コマンドを使用して最新のシャードイテ
レーターを取得する必要があります。

この出力には、MillisBehindLatest も含まれています。これは、ストリームの末尾から GetRecords
オペレーションのレスポンスまでの時間 (ミリ秒) であり、コンシューマーの時間の現在の時刻からの遅れ
を示します。値ゼロはレコード処理が追いついて、現在処理する新しいレコードは存在しないことを示し
ます。このチュートリアルの場合は、作業を進めるのに時間をかけていると、この数値がかなり大きくな
る可能性があります。これは問題ではなく、デフォルトでは、データレコードはストリームに 24 時間留
まり、取得されるのを待ちます。この期間は保持期間と呼ばれ、最大 365 日まで設定可能です。

get-records が成功したときの結果は、現在ストリームにこれ以上レコードが見つからない場合でも常
に NextShardIterator です。これは、プロデューサーがどの時点でもストリームにレコードを入力し
ている可能性があることを前提としたポーリングモデルです。独自のポーリングルーチンを記述すること
もできますが、開発中のコンシューマーアプリケーションで、前に説明した KCL を使用している場合、こ
のポーリングによって処理が実行されます。

レコードをプルする対象のストリームまたはシャードにそれ以上レコードがなくなるまで get-records
を呼び出すと、次の例のような空のレコードの出力が表示されます (出力全体を表示するには、水平にス
クロールします)。

{ 
    "Records": [], 
    "NextShardIterator": "AAAAAAAAAAGCJ5jzQNjmdhO6B/YDIDE56jmZmrmMA/r1WjoHXC/
kPJXc1rckt3TFL55dENfe5meNgdkyCRpUPGzJpMgYHaJ53C3nCAjQ6s7ZupjXeJGoUFs5oCuFwhP+Wul/
EhyNeSs5DYXLSSC5XCapmCAYGFjYER69QSdQjxMmBPE/hiybFDi5qtkT6/PsZNz6kFoqtDk="
}

ステップ 4: クリーンアップ
最後に、ストリームを削除してリソースを解放し、前に説明したように、アカウントに対する意図しない
料金が発生することを回避できます。ストリームを作成したが、使用する予定がない場合は、必ず実際に
これを行ってください。ストリームでデータを入力および取得したかどうかにかかわらず、ストリームご
とに料金が発生するためです。クリーンアップコマンドはシンプルです。
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aws kinesis delete-stream --stream-name Foo

成功しても出力はないため、describe-stream を使用して削除の進行状況を確認できます。

aws kinesis describe-stream-summary --stream-name Foo

delete コマンドの直後にこのコマンドを実行する場合は、次の例のような出力部分が表示されます。

{ 
    "StreamDescriptionSummary": { 
        "StreamName": "samplestream", 
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream", 
        "StreamStatus": "ACTIVE",

ストリームが完全に削除されると、describe-stream は「not found」エラーを返します。

A client error (ResourceNotFoundException) occurred when calling the DescribeStreamSummary 
 operation:  
Stream Foo under account 123456789012 not found.
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チュートリアル: KPL と KCL 2.x を使
用した株式データのリアルタイム処理

Amazon Kinesis Data Streams の
チュートリアル例

このセクションのチュートリアル例は、Amazon Kinesis Data Streams の概念と機能を理解する上で役立
つように設計されています。

トピック
• チュートリアル: KPL と KCL 2.x を使用した株式データのリアルタイム処理 (p. 22)
• チュートリアル: KPL と KCL 1.x を使用した株式データのリアルタイム処理 (p. 36)
• チュートリアル: Flink アプリケーション用の Kinesis Data Analytics を使用した株式データのリアルタ

イム分析 (p. 50)
• チュートリアル: を使用するAWSAmazon Kinesis Data Streams を使用するLambda (p. 66)
• AWSAmazon Kinesis 向けストリーミングデータソリューション (p. 67)

チュートリアル: KPL と KCL 2.x を使用した株式
データのリアルタイム処理

このチュートリアルのシナリオでは、株式取引をデータストリームに取り込み、ストリーム上で計算を実
行するシンプルな Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションを記述する必要があります。レコード
のストリームを Kinesis Data Streams に送信し、ほぼリアルタイムでレコードを消費および処理するアプ
リケーションを実装する方法を説明します。

Important

Kinesis Data Streams は AWS の無料利用枠の対象外であるため、ストリームの作成後
は、Kinesis Data Streams の使用に対してアカウントに少額の料金が発生します。コンシュー
マーアプリケーションが起動すると、Amazon DynamoDB の使用に伴う料金がわずかに発生しま
す。コンシューマーアプリケーションでは、処理状態を追跡する際に DynamoDB を使用します。
このアプリケーションを終了したら、AWS リソースを削除して料金が発生しないようにしてくだ
さい。詳細については、ステップ 7: 終了する (p. 35)を参照してください。

このコードでは、実際の株式市場データにアクセスする代わりに、株式取引のストリームをシミュレート
します。シミュレーションには、2015 年 2 月時点における時価総額上位 25 社の株式に関する実際の市場
データを基にしたランダム株式取引ジェネレーターが使用されています。リアルタイムの株式取引のスト
リームにアクセスできたとしたら、そのときに必要としている有益な統計を入手したいと考えるかもしれ
ません。たとえば、スライディングウィンドウ分析を実行して、過去 5 分間に購入された最も人気のある
株式を調べたいと思われるかもしれません。または、大規模な売り注文 (膨大な株式が含まれる売り注文) 
が発生したときに通知を受けたいと思われるかもしれません。このシリーズのコードを拡張して、このよ
うな機能を使用することもできます。

このチュートリアルにある手順をデスクトップやノートパソコンで実行し、同じマシンまたは定義された
要件を満たす任意のプラットフォームで、プロデューサーおよびコンシューマーのコードのいずれも実行
できます。

この例では、米国西部 (オレゴン) リージョンが使用されていますが、Kinesis Data Streams がサポートさ
れる AWS リージョンであれば、いずれのリージョンでも動作します。

タスク
• 前提条件 (p. 23)
• ステップ 1: データストリームの作成 (p. 23)
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前提条件

• ステップ 2: IAM ポリシーとユーザーの作成 (p. 24)
• ステップ 3: コードをダウンロードしてビルドする (p. 27)
• ステップ 4: プロデューサーを実装する (p. 28)
• ステップ 5: コンシューマーを実装する (p. 31)
• ステップ 6: (オプション) コンシューマーを拡張する (p. 34)
• ステップ 7: 終了する (p. 35)

前提条件
このチュートリアルを完了するには、以下の要件を満たす必要があります。

Amazon Web Services アカウント
開始する前に、Amazon Kinesis Data Streams の用語と概念 (p. 3)で説明されている概念、特にストリー
ム、シャード、プロデューサー、コンシューマーについて理解しておきます。また、ガイドAWS CLI のイ
ンストールと設定 (p. 15)の手順を完了しておくと役立ちます。

AWS Management Console にアクセスするときに、AWS アカウントとウェブブラウザが必要になりま
す。

コンソールアクセスの場合は、IAM ユーザー名とパスワードを使用して IAM サインインページから AWS 
Management Console にサインインします。IAM を使用すると、AWS アカウント での AWS のサービス 
とリソースへのアクセスを安全に制御できます。コンソール認証情報とプログラム認証情報の詳細につい
ては、の「セキュリティ認証情報の理解と取得」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

IAM とセキュリティキーの設定手順の詳細については、IAM ユーザーを作成するを参照してください。

システムソフトウェア要件
アプリケーションの実行に使用するシステムには、Java 7 以降がインストールされている必要がありま
す。最新の Java Development Kit (JDK) をダウンロードおよびインストールするには、Oracle 社の Java 
SE インストールサイトを参照してください。

Eclipse などの Java IDE を使用している場合は、ソースコードを開いて、編集、ビルド、実行できます。

最新バージョンの AWS SDK for Java が必要です。Eclipse を IDE として使用している場合は、AWS 
Toolkit for Eclipse を代わりにインストールできます。

コンシューマーアプリケーションには、Kinesis Client Library (KCL) バージョン 2.9 以上の Kinesis クライ
アントライブラリ (KCL) が必要です。これは、 GitHub https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-client /
tree/master から入手できます。

次のステップ
ステップ 1: データストリームの作成 (p. 23)

ステップ 1: データストリームの作成
最初に、このチュートリアルの後の手順で使用するデータストリームを作成する必要があります。

ストリームを作成するには

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

2. ナビゲーションペインで、[データストリーム] を選択します。
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3. ナビゲーションバーで、リージョンセレクターを展開し、リージョンを選択します。
4. [Kinesis ストリームの作成] を選択します。
5. ストリームの名前 (StockTradeStream など) を入力します。
6. シャードカウントは1と入力しますが、[必要なシャードカウントの予想] は折りたたんだままにしま

す。
7. [Kinesis ストリームの作成] を選択します。

[Kinesis streams] リストページで、作成中のストリームのステータスは CREATING になります。ストリー
ムを使用する準備ができると、ステータスは ACTIVE に変わります。

ストリームの名前を選択すると、表示されるページの [Details (詳細)] タブにデータストリーム設定の概要
が表示されます。[モニタリング] セクションには、ストリームのモニタリング情報が表示されます。

次のステップ
ステップ 2: IAM ポリシーとユーザーの作成 (p. 24)

ステップ 2: IAM ポリシーとユーザーの作成
AWS では、セキュリティのベストプラクティスとして、許可を細分化して、各リソースへのアクセスを制
御することが勧められます。AWS Identity and Access Management(IAM) を使用することで、AWS のユー
ザーとユーザー許可を管理できます。IAM ポリシーは、許可されるアクションとそのアクションが適用さ
れるリソースを明示的にリストアップします。

一般的に、Kinesis Data Streams プロデューサーおよびコンシューマーには、次の最小許可が必要になり
ます。

プロデューサー

アクション リソース 目的

DescribeStream,
DescribeStreamSummary,
DescribeStreamConsumer

Kinesis Data Streams レコードを読み取る前に、コンシューマーは、データストリームが存在すること、アクティブであること、
シャードを含んでいることを確認します。

SubscribeToShard,
RegisterStreamConsumer

Kinesis Data Streams コンシューマーをシャードにサブスクライブして登録します。

PutRecord, PutRecords Kinesis Data Streams Kinesis Data Streams にレコードを書き込みます。

コンシューマー

[Actions] (アクション) [Resource] (リソース) 目的

DescribeStream Kinesis Data Streams レコードを読み取る前に、コンシューマーは、データストリームが存在すること、アクティブであること、
シャードを含んでいることを確認します。

GetRecords,
GetShardIterator

Kinesis Data Streams シャードからレコードを読み取ります。

CreateTable, DescribeTable,
GetItem, PutItem, Scan,
UpdateItem

Amazon DynamoDB 
テーブル

Kinesis クライアントライブラリ (KCL) (バージョン 1.x または 2.x) を使用してコンシューマーが開発されて
いる場合は、アプリケーションの処理状態を追跡するときに DynamoDB テーブルにアクセスする必要があり
ます。

DeleteItem Amazon DynamoDB 
テーブル

コンシューマーが Kinesis Data Streams シャードで分割と結合のオペレーションを実行する場合。
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[Actions] (アクション) [Resource] (リソース) 目的

PutMetricData CloudWatch アマゾン
ログ

また、KCL は CloudWatch、アプリケーションをモニタリングするのに便利なメトリクスもにアップロード
します。

このチュートリアルでは、上記のすべての許可を付与する 1 つの IAM ポリシーを作成します。本番環境で
は、プロデューサー用とコンシューマー用の 2 つのポリシーを作成してもかまいません。

IAM ポリシーを作成するには

1. 上記の手順で作成した新しいデータストリームの Amazon リソースネーム (ARN) を見つけます。この 
ARN は、 [ストリーム ARN] として [詳細]タブの上部に表示されます。ARN 形式 は次のとおりです。

arn:aws:kinesis:region:account:stream/name

region

AWS リージョンコード (us-west-2 など)。詳細については、リージョンとアベイラビリティー
ゾーンの概念を参照してください。

アカウント

AWS アカウント ID ( アカウント設定を参照してください)。
name

上記のステップで作成したデータストリームの名前 (StockTradeStream)。
2. コンシューマーによって使用される (および最初のコンシューマーインスタンスによって作成される) 

DynamoDB テーブルの ARN を決定します。次のような形式になります。

arn:aws:dynamodb:region:account:table/name

リージョンとアカウント ID は、このチュートリアルで使用しているデータストリームの ARN の値と
同じですが、name は、コンシューマーアプリケーションによって作成および使用される DynamoDB 
テーブルの名前です。KCL では、アプリケーション名をテーブル名として使用します。このステップ
では、DynamoDB テーブル名に StockTradesProcessor を使用します。これは、このチュートリ
アルの後の手順で使用するアプリケーション名であるためです。

3. IAM コンソールのポリシー (https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies) で、[ポリシーの作
成] を選択します。IAM ポリシーを初めて扱う場合には、[今すぐ始める]、[ポリシーの作成] を選択し
ます。

4. [ポリシージェネレーター] の横の [選択] を選択します。
5. AWS のサービスとして [Amazon Kinesis]を選択します。
6. 許可されるアクションとし

て、DescribeStream、GetShardIterator、GetRecords、PutRecord、および PutRecords
を選択します。

7. このチュートリアルで使用するデータストリームの ARN を入力します。
8. 以下の各項目について、[ステートメントを追加] を使用します。

AWS のサービス アクション ARN

Amazon DynamoDB CreateTable, DeleteItem,
DescribeTable, GetItem,
PutItem, Scan, UpdateItem

この手順のステップ 2 で作成
した DynamoDB テーブルの 
ARN。
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AWS のサービス アクション ARN

アマゾン CloudWatch PutMetricData *

ARN を指定するときに使用されるアスタリスク (*) は必要ありません。これは、PutMetricDataア
クションが呼び出される特定のリソースが CloudWatch CloudWatch に存在しない場合などがこれに
該当します。

9. [Next Step (次のステップ)] をクリックします。
10. [ポリシー名] を StockTradeStreamPolicy に変更し、コードを確認して、[ポリシーの作成] を選択

します。

最終的なポリシードキュメントは以下のようになります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Stmt123", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kinesis:DescribeStream", 
        "kinesis:PutRecord", 
        "kinesis:PutRecords", 
        "kinesis:GetShardIterator", 
        "kinesis:GetRecords", 
        "kinesis:ListShards", 
        "kinesis:DescribeStreamSummary", 
        "kinesis:RegisterStreamConsumer" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kinesis:us-west-2:123:stream/StockTradeStream" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt234", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kinesis:SubscribeToShard", 
        "kinesis:DescribeStreamConsumer" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kinesis:us-west-2:123:stream/StockTradeStream/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt456", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "dynamodb:*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123:table/StockTradesProcessor" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt789", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudwatch:PutMetricData" 
      ], 
      "Resource": [ 
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        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

IAM ユーザーを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Users] (ユーザー) ページで、[Add user] (ユーザーを追加) を選択します。
3. [User name] に、StockTradeStreamUser と入力します。
4. [アクセスの種類] で、[プログラムによるアクセス] を選択し、[次の手順: アクセス許可] を選択しま

す。
5. [既存のポリシーを直接アタッチする] を選択します。
6. 上記の手順で作成したポリシーを名前 (StockTradeStreamPolicy) で検索します。ポリシー名の左

にあるボックスを選択し、[次の手順: 確認] を選択します。
7. 詳細と概要を確認し、[ユーザーの作成] を選択します。
8. [アクセスキー ID] をコピーし、プライベート用に保存します。[シークレットアクセスキー] で [表示] 

を選択し、このキーもプライベートに保存します。
9. アクセスキーとシークレットキーを自分しかアクセスできない安全な場所にあるローカルファ

イルに貼り付けます。このアプリケーションでは、アクセス権限を厳しく制限した  ~/.aws/
credentials という名前のファイルを作成します。ファイル形式は次のようになります。

[default]
aws_access_key_id=access key
aws_secret_access_key=secret access key

IAM ポリシーをユーザーにアタッチするには

1. IAM コンソールで、[ポリシー] を開いて [ポリシーアクション] を選択します。
2. [StockTradeStreamPolicy] および [アタッチ] を選択します。
3. [StockTradeStreamUser] および [ポリシーのアタッチ] を選択します。

次のステップ
ステップ 3: コードをダウンロードしてビルドする (p. 27)

ステップ 3: コードをダウンロードしてビルドする
このトピックでは、データストリームへのサンプル株式取引の取り込み (プロデューサー) とこのデータの
処理 (コンシューマー) のサンプル実装コードを示します。

コードをダウンロードしてビルドするには

1. https://github.com/aws-samples/amazon-kinesis-learning GitHub リポジトリからソースコードをお使
いのコンピューターにダウンロードします。

2. 提供されたディレクトリ構造に従って、IDE でソースコードを使用してプロジェクトを作成します。
3. プロジェクトに次のライブラリを追加します。

• Amazon Kinesis クライアントライブラリ (KCL)
• AWS SDK
• アパッチ HttpCore
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• アパッチ HttpClient
• Apache Commons Lang
• Apache Commons Logging
• Guava (Java 用の Google コアライブラリ)
• Jackson Annotations
• Jackson Core
• Jackson Databind
• Jackson Dataformat: CBOR
• Joda Time

4. IDE によっては、プロジェクトが自動的にビルドされる場合があります。自動的にビルドされない場
合は、IDE に適切なステップを使用してプロジェクトをビルドします。

上記のステップが正常に完了したら、次のセクション (the section called “ステップ 4: プロデューサーを実
装する” (p. 28)) に進みます。

次のステップ
 (p. 28)

ステップ 4: プロデューサーを実装する
このチュートリアルでは、株式市場取引をモニタリングする実際のシナリオを使用しています。以下の原
理によって、このシナリオをプロデューサーおよびサポートコード構造にマッピングできます。

ソースコードを参照し、以下の情報を確認します。

StockTrade クラス

株式取引は、 StockTrade クラスのインスタンスによって個別に表されます。このインスタンスに
は、ティッカーシンボル、株価、株数、取引のタイプ (買いまたは売り)、取引を一意に識別する ID な
どの属性が含まれます。このクラスは、既に実装されています。

ストリームレコード

ストリームとは、一連のレコードのことです。レコードとは、JSON 形式による連続する
StockTrade インスタンスの 1 つを表しています。例:

{ 
  "tickerSymbol": "AMZN",  
  "tradeType": "BUY",  
  "price": 395.87, 
  "quantity": 16,  
  "id": 3567129045
} 
                     

StockTradeGenerator クラス

StockTradeGenerator には、getRandomTrade()呼び出されるたびにランダムに生成された新しい株
取引を返すというメソッドがあります。このクラスは、既に実装されています。

StockTradesWriter クラス

プロデューサーの main メソッドである StockTradesWriter は、継続的にランダム取引を取得し、以
下のタスクを実行してそれらを Kinesis Data Streams に送信します。
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1. ストリーム名とリージョン名を入力として読み取ります。
2. KinesisAsyncClientBuilder を使用してリージョン、認証情報、クライアント構成を設定しま

す。
3. ストリームが存在し、アクティブであることを確認します (そうでない場合は、エラーで終了しま

す)。
4. 連続ループで、StockTradeGenerator.getRandomTrade() メソッドに続き

sendStockTrade メソッドを呼び出して、100 ミリ秒ごとに取引をストリームに送信します。

sendStockTrade クラスの StockTradesWriter メソッドには次のコードがあります。

private static void sendStockTrade(StockTrade trade, KinesisAsyncClient kinesisClient, 
            String streamName) { 
        byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes(); 
        // The bytes could be null if there is an issue with the JSON serialization by 
 the Jackson JSON library. 
        if (bytes == null) { 
            LOG.warn("Could not get JSON bytes for stock trade"); 
            return; 
        } 

        LOG.info("Putting trade: " + trade.toString()); 
        PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder() 
                .partitionKey(trade.getTickerSymbol()) // We use the ticker symbol as 
 the partition key, explained in the Supplemental Information section below. 
                .streamName(streamName) 
                .data(SdkBytes.fromByteArray(bytes)) 
                .build(); 
        try { 
            kinesisClient.putRecord(request).get(); 
        } catch (InterruptedException e) { 
            LOG.info("Interrupted, assuming shutdown."); 
        } catch (ExecutionException e) { 
            LOG.error("Exception while sending data to Kinesis. Will try again next 
 cycle.", e); 
        } 
    } 
                     

次のコードの詳細を参照してください。
• PutRecord API はバイト配列を想定するため、その取引を JSON 形式に変換する必要がありま

す。この操作は、次の 1 行のコードによって行われます。

byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes(); 
                             

• 取引を送信する前に、新しい PutRecordRequest インスタンス (この場合は request) を作成する
必要があります。各 request には、ストリーム名、パーティションキー、データ BLOB が必要で
す。

PutPutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder() 
    .partitionKey(trade.getTickerSymbol()) // We use the ticker symbol as the 
 partition key, explained in the Supplemental Information section below. 
    .streamName(streamName) 
    .data(SdkBytes.fromByteArray(bytes)) 
    .build(); 
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この例では、株式チケットをパーティションキーとして使用することで、レコードを特定のシャー
ドにマッピングしています。実際には、レコードがストリーム全体に均等に分散するように、
シャード 1 つあたりに数百個または数千個のパーティションキーを用意する必要があります。スト
リームにデータを追加する方法の詳細については、Amazon Kinesis Data Streams へのデータの書
き込み (p. 88)を参照してください。

次に、request をクライアントに送信できます (put オペレーション)。

   kinesisClient.putRecord(request).get(); 
                             

• エラーチェックとログ記録は、いつでも追加して損はありません。次のコードによって、エラー状
態を記録します。

if (bytes == null) { 
    LOG.warn("Could not get JSON bytes for stock trade"); 
    return;
}

put オペレーションの前後に try/catch ブロックを追加します。

try { 
  kinesisClient.putRecord(request).get();
} catch (InterruptedException e) { 
            LOG.info("Interrupted, assuming shutdown.");
} catch (ExecutionException e) { 
            LOG.error("Exception while sending data to Kinesis. Will try again next 
 cycle.", e);
} 
                             

これは、ネットワークエラーや、ストリームがスループット制限を超えて抑制されたことが原因
で、Kinesis Data Streams の put オペレーションが失敗することがあるためです。データが失われ
ることがないように、単純な再試行として使用するなど、put オペレーションの再試行ポリシーを
慎重に検討することをお勧めします。

• ステータスのログ記録は有益ですが、オプションです。

LOG.info("Putting trade: " + trade.toString()); 
                             

ここに示されているプロデューサーでは、Kinesis Data Streams API のシングルレコード機能
PutRecord が使用されています。実際には、個々のプロデューサーで大量のレコードが生成される
場合があります。その場合、PutRecords のマルチレコード機能を使用して、レコードのバッチを一
度に送信する方が効率的です。詳細については、Amazon Kinesis Data Streams へのデータの書き込
み (p. 88)を参照してください。

プロデューサーを実行するには

1. ステップ 2: IAM ポリシーとユーザーの作成 (p. 24) で取得したアクセスキーとシークレットキーの
ペアがファイル ~/.aws/credentials に保存されていることを確認します。

2. 次の引数を指定して StockTradeWriter クラスを実行します。
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StockTradeStream us-west-2 
                 

us-west-2 以外のリージョンにストリームを作成した場合は、代わりにそのリージョンをここで指
定する必要があります。

次のような出力が表示されます。

Feb 16, 2015 3:53:00 PM   
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 8: SELL 996 shares of BUD for $124.18
Feb 16, 2015 3:53:00 PM  
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 9: BUY 159 shares of GE for $20.85
Feb 16, 2015 3:53:01 PM  
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 10: BUY 322 shares of WMT for $90.08

Kinesis Data Streams によって株式取引が取り込まれます。

次のステップ
ステップ 5: コンシューマーを実装する (p. 31)

ステップ 5: コンシューマーを実装する
このチュートリアルのコンシューマーアプリケーションは、データストリームの株式取引を継続的に処
理します。その後、1 分ごとに売買されている最も人気のある株式を出力します。このアプリケーション
は、Kinesis Client Library (KCL) 上に構築されており、コンシューマーアプリケーションに共通する面倒な
作業の多くを行います。詳細については、Kinesis クライアントライブラリの使用 (p. 123)を参照してく
ださい。

ソースコードを参照し、次の情報を確認してください。

StockTradesProcessor クラス

事前に用意されているコンシューマーのメインクラスで、次のタスクを実行します。
• 引数として渡されたアプリケーション、データストリーム、リージョン名を読み取ります。
• リージョン名で KinesisAsyncClient インスタンスを作成します。
• ShardRecordProcessor のインスタンスとして機能し、StockTradeRecordProcessor イン

スタンスによって実装される、StockTradeRecordProcessorFactory インスタンスを作成しま
す。

• KinesisAsyncClient、StreamName、ApplicationName、および
StockTradeRecordProcessorFactory インスタンスを使用して ConfigsBuilder インスタン
スを作成します。これは、デフォルト値ですべての設定を作成するのに役立ちます。

• ConfigsBuilder インスタンスを使用して KCL スケジューラー (以前は KCL バージョン 1.x では 
KCL ワーカー) を作成します。

• このスケジューラーは、(このコンシューマーインスタンスに割り当てられた) 各シャードに新しい
スレッドを作成します。これにより、継続的にデータストリームからレコードが読み取られます。
次に、StockTradeRecordProcessor インスタンスを呼び出して、受信したレコードのバッチを
処理します。
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StockTradeRecordProcessor クラス

StockTradeRecordProcessor インスタンスを実装したら、次は
initialize、processRecords、leaseLost、shardEnded、shutdownRequested の 5 つの必
須メソッドを実装します。

KCL は initialize および shutdownRequested メソッドを使用して、レコードの受信を開始
できるタイミングと、レコードの受信を停止するタイミングをそれぞれレコードプロセッサに通知
し、アプリケーション固有の設定および終了タスクを実行できるようにします。leaseLostおよび
shardEnded は、リースが失われたとき、または処理がシャードの終わりに達したときの動作ロジッ
クを実装するために使用します。この例では、これらのイベントを示すメッセージをログに記録する
だけです。

これらのメソッドのコードを示しています。主な処理は processRecords メソッドで行われ、そこ
では各レコードの processRecord が使用されます。後者のメソッドは、ほとんどの場合、空のスケ
ルトンコードとして提供されます。次のステップでは、これを実装する方法について説明します。詳
細については、次のステップを参照してください。

また、processRecord のサポートメソッドである reportStats および resetStats の実装にも
注目してください。これらのメソッドは、元のソースコードでは空になっています。

processRecords メソッドは既に実装されており、次のステップを実行します。
• 渡されたレコードごとに processRecord を呼び出します。
• 最後のレポートから 1 分間以上経過した場合は、reportStats() を呼び出して最新の統計を出力

し、次の間隔に新しいレコードのみ含まれるように resetStats() を呼び出して統計を消去しま
す。

• 次のレポート時間を設定します。
• 最後のチェックポイントから 1 分間以上経過した場合は、checkpoint() を呼び出します。
• 次のチェックポイント時間を設定します。

このメソッドでは、60 秒間間隔でレポートおよびチェックポイント時間が設定されています。チェッ
クポイントの詳細については、Kinesis Client Library の使用を参照してください。

StockStats クラス

このクラスでは、データを保持し、最も人気のある株式の経時的な統計を示すことができます。この
コードは、事前に用意されており、次のメソッドが含まれています。
• addStockTrade(StockTrade): 指定された StockTrade を実行中の統計に取り込みます。
• toString(): 特定の形式の文字列として統計を返します。

このクラスは、各株式の合計取引数と最大取引数を継続的にカウントすることで、最も人気のある株
式を追跡します。これらの数は、株式取引を受け取る度に更新されます。

次のステップに示されているコードを StockTradeRecordProcessor クラスのメソッドに追加します。

コンシューマーを実装するには

1. processRecord メソッドを実装するには、サイズの正しい StockTrade オブジェクトを開始し、
それにレコードデータを追加します。また、問題が発生した場合に警告がログに記録されるようにし
ます。

byte[] arr = new byte[record.data().remaining()];
record.data().get(arr);
StockTrade trade = StockTrade.fromJsonAsBytes(arr); 
    if (trade == null) { 
        log.warn("Skipping record. Unable to parse record into StockTrade. Partition 
 Key: " + record.partitionKey()); 
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        return; 
        }
stockStats.addStockTrade(trade); 
                 

2. 簡単な reportStats メソッドを実装します。出力形式は必要に応じて自由に変更できます。

System.out.println("****** Shard " + kinesisShardId + " stats for last 1 minute ******
\n" +
stockStats + "\n" +
"****************************************************************\n"); 
                 

3. 新しい resetStats インスタンスを作成する stockStats メソッドを実装します。

stockStats = new StockStats(); 
                 

4. ShardRecordProcessor インターフェイスに必要な以下のメソッドを実装します。

@Override
public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) { 
    log.info("Lost lease, so terminating.");
}

@Override
public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) { 
    try { 
        log.info("Reached shard end checkpointing."); 
        shardEndedInput.checkpointer().checkpoint(); 
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
        log.error("Exception while checkpointing at shard end. Giving up.", e); 
    }
}

@Override
public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) { 
    log.info("Scheduler is shutting down, checkpointing."); 
    checkpoint(shutdownRequestedInput.checkpointer());
}

private void checkpoint(RecordProcessorCheckpointer checkpointer) { 
    log.info("Checkpointing shard " + kinesisShardId); 
    try { 
        checkpointer.checkpoint(); 
    } catch (ShutdownException se) { 
        // Ignore checkpoint if the processor instance has been shutdown (fail over). 
        log.info("Caught shutdown exception, skipping checkpoint.", se); 
    } catch (ThrottlingException e) { 
        // Skip checkpoint when throttled. In practice, consider a backoff and retry 
 policy. 
        log.error("Caught throttling exception, skipping checkpoint.", e); 
    } catch (InvalidStateException e) { 
        // This indicates an issue with the DynamoDB table (check for table, 
 provisioned IOPS). 
        log.error("Cannot save checkpoint to the DynamoDB table used by the Amazon 
 Kinesis Client Library.", e); 
    }
} 
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コンシューマーを実行するには

1.  (p. 28) で記述したプロデューサーを実行し、シミュレートした株式取引レコードをストリームに
取り込みます。

2. 前のステップ (IAM ユーザーを作成したとき) で取得したアクセスキーとシークレットキーのペアが
ファイル ~/.aws/credentials に保存されていることを確認します。

3. 次の引数を指定して StockTradesProcessor クラスを実行します。

StockTradesProcessor StockTradeStream us-west-2

us-west-2 以外のリージョンにストリームを作成した場合は、代わりにそのリージョンをここで指
定する必要があります。

1 分後、次のような出力が表示されます。その後、1 分間ごとに出力が更新されます。

  
  ****** Shard shardId-000000000001 stats for last 1 minute ****** 
  Most popular stock being bought: WMT, 27 buys. 
  Most popular stock being sold: PTR, 14 sells. 
  **************************************************************** 
         

次のステップ
ステップ 6: (オプション) コンシューマーを拡張する (p. 34)

ステップ 6: (オプション) コンシューマーを拡張する
このオプションのセクションでは、さらに複雑なシナリオにも対応できるようにコンシューマーコードを
拡張する方法について説明します。

1 分ごとに最大の売り注文を知るには、3 箇所の StockStats クラスを変更し、新しい優先順位を組み込
みます。

コンシューマーを拡張するには

1. 新しいインスタンス変数を追加します。

 // Ticker symbol of the stock that had the largest quantity of shares sold  
 private String largestSellOrderStock; 
 // Quantity of shares for the largest sell order trade 
 private long largestSellOrderQuantity; 
                 

2. 次のコードを addStockTrade に追加します。

if (type == TradeType.SELL) { 
     if (largestSellOrderStock == null || trade.getQuantity() > 
 largestSellOrderQuantity) { 
         largestSellOrderStock = trade.getTickerSymbol(); 
         largestSellOrderQuantity = trade.getQuantity(); 
     } 
 } 
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3. toString メソッドを変更し、追加情報を出力します。

 
public String toString() { 
    return String.format( 
        "Most popular stock being bought: %s, %d buys.%n" + 
        "Most popular stock being sold: %s, %d sells.%n" + 
        "Largest sell order: %d shares of %s.", 
        getMostPopularStock(TradeType.BUY), getMostPopularStockCount(TradeType.BUY), 
        getMostPopularStock(TradeType.SELL), getMostPopularStockCount(TradeType.SELL), 
        largestSellOrderQuantity, largestSellOrderStock);
} 
                 

コンシューマーを今すぐ実行すると (プロデューサーも忘れずに実行してください)、次のような出力が表
示されます。

 
  ****** Shard shardId-000000000001 stats for last 1 minute ****** 
  Most popular stock being bought: WMT, 27 buys. 
  Most popular stock being sold: PTR, 14 sells. 
  Largest sell order: 996 shares of BUD. 
  **************************************************************** 
         

次のステップ
ステップ 7: 終了する (p. 35)

ステップ 7: 終了する
Kinesis Data Streams の使用には料金がかかるため、作業が終わったら、ストリームおよび対応する 
Amazon DynamoDB テーブルは必ず削除してください。レコードを送信したり取得したりしていなくて
も、ストリームがアクティブなだけでわずかな料金が発生します。その理由として、アクティブなスト
リームでは、受信レコードを継続的に "リッスン" し、レコードを取得するようにリクエストすることにリ
ソースが使用されるためです。

ストリームおよびテーブルを削除するには

1. 実行しているプロデューサーおよびコンシューマーをすべてシャットダウンします。
2. Kinesis コンソール (https://console.aws.amazon.com/kinesis) を開きます。
3. このアプリケーション用に作成したストリーム (StockTradeStream) を選択します 。
4. [ストリームの削除] を選択します。
5. DynamoDB コンソールを (https://console.aws.amazon.com/dynamodb/) で開きます。
6. StockTradesProcessor テーブルを削除します。

概要
ほぼリアルタイムで大量のデータを処理するために、魔法のコードを記述したり、大規模なインフラスト
ラクチャを開発したりする必要はありません。Kinesis Data Streams を使用すれば、少量のデータを処理
するロジックを記述する (processRecord(Record) を記述するなど) 場合と同じように簡単にスケー
ルして、大量のストリーミングデータに対応できます。Kinesis Data Streams が代わりに処理してくれる
ため、処理を拡張する方法を心配しなくて済みます。することと言えば、ストリームレコードを Kinesis 
Data Streams に送信し、受信した新しい各レコードを処理するロジックを記述するだけです。
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このアプリケーションについて考えられる拡張機能は、次のとおりです。

すべてのシャードで集計する

現在は、単一のワーカーが単一のシャードから受け取ったデータレコードの集約に基づく統計が取得
されます (複数のワーカーが同時に単一のアプリケーションからシャードを処理することはできませ
ん)。拡張するときに複数のシャードがある場合、すべてのシャードで集計しようと考えるかもしれ
ません。そのためには、パイプラインアーキテクチャを用意します。パイプラインアーキテクチャで
は、各ワーカーの出力が単一のシャードを持つ別のストリームに供給され、第 1 段階の出力を集計す
るワーカーによってそのストリームが処理されます。第 1 段階のデータが制限されるため (シャード
ごとに 1 分間あたり 1 つのサンプル)、シャードごとに処理しやすくなります。

処理の拡張

多数のシャードが含まれるようにストリームを拡張する場合 (多数のプロデューサーがデータを送信
している場合)、処理を拡張するには、より多くのワーカーを追加します。複数のワーカーを Amazon 
EC2 インスタンスで実行し、Auto Scaling グループを使用することができます。

Amazon S3/DynamoDB/Amazon Redshift/Storm へのコネクタを使用する

ストリームは継続的に処理されるため、出力を他の保存先に送信することができます。AWS
は、Kinesis DataStreams を他の AWS サービスやサードパーティツールと統合するためのコネクタを
提供します。

チュートリアル: KPL と KCL 1.x を使用した株式
データのリアルタイム処理

このチュートリアルのシナリオでは、株式取引をデータストリームに取り込み、ストリーム上で計算を実
行するシンプルな Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションを記述する必要があります。レコード
のストリームを Kinesis Data Streams に送信し、ほぼリアルタイムでレコードを消費および処理するアプ
リケーションを実装する方法を説明します。

Important

Kinesis Data Streams は AWS の無料利用枠の対象外であるため、ストリームの作成後
は、Kinesis Data Streams の使用に対してアカウントに少額の料金が発生します。コンシュー
マーアプリケーションが起動すると、Amazon DynamoDB の使用に伴う料金がわずかに発生しま
す。コンシューマーアプリケーションでは、処理状態を追跡する際に DynamoDB を使用します。
このアプリケーションを終了したら、AWS リソースを削除して料金が発生しないようにしてくだ
さい。詳細については、ステップ 7: 終了する (p. 49)を参照してください。

このコードでは、実際の株式市場データにアクセスする代わりに、株式取引のストリームをシミュレート
します。シミュレーションには、2015 年 2 月時点における時価総額上位 25 社の株式に関する実際の市場
データを基にしたランダム株式取引ジェネレーターが使用されています。リアルタイムの株式取引のスト
リームにアクセスできたとしたら、そのときに必要としている有益な統計を入手したいと考えるかもしれ
ません。たとえば、スライディングウィンドウ分析を実行して、過去 5 分間に購入された最も人気のある
株式を調べたいと思われるかもしれません。または、大規模な売り注文 (膨大な株式が含まれる売り注文) 
が発生したときに通知を受けたいと思われるかもしれません。このシリーズのコードを拡張して、このよ
うな機能を使用することもできます。

このチュートリアルにある手順をデスクトップやノートパソコンで実行し、同じマシンまたは定義され
た要件を満たす任意のプラットフォーム (例: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)) で、プロ
デューサーおよびコンシューマーのコードのいずれも実行できます。

この例では、米国西部 (オレゴン) リージョンが使用されていますが、Kinesis Data Streams がサポートさ
れる AWS リージョンであれば、いずれのリージョンでも動作します。

タスク
• 前提条件 (p. 37)

36

https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-connectors
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#ak_region
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#ak_region


Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
前提条件

• ステップ 1: データストリームの作成 (p. 37)
• ステップ 2: IAM ポリシーとユーザーの作成 (p. 38)
• ステップ 3: 実装コードのダウンロードおよびビルド (p. 42)
• ステップ 4: プロデューサーを実装する (p. 43)
• ステップ 5: コンシューマーを実装する (p. 45)
• ステップ 6: (オプション) コンシューマーを拡張する (p. 48)
• ステップ 7: 終了する (p. 49)

前提条件
チュートリアル: KPL と KCL 1.x を使用した株式データのリアルタイム処理 (p. 36) を作成するための
要件を以下に示します。

Amazon Web Services アカウント
開始する前に、Amazon Kinesis Data Streams の用語と概念 (p. 3)で説明されている概念、特にストリー
ム、シャード、プロデューサー、コンシューマーについて理解しておきます。また、AWS CLI のインス
トールと設定 (p. 15)を完了していると役立ちます。

AWS Management Console にアクセスするときに、AWS アカウントとウェブブラウザが必要になりま
す。

コンソールアクセスの場合は、IAM ユーザー名とパスワードを使用して IAM サインインページから AWS 
Management Console にサインインします。IAM を使用すると、AWS アカウント での AWS のサービス 
とリソースへのアクセスを安全に制御できます。コンソール認証情報とプログラム認証情報の詳細につい
ては、の「セキュリティ認証情報の理解と取得」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

IAM とセキュリティキーの設定手順の詳細については、IAM ユーザーを作成するを参照してください。

システムソフトウェア要件
アプリケーションを実行するシステムには、Java 7 以上がインストールされている必要があります。最新
の Java Development Kit (JDK) をダウンロードおよびインストールするには、Oracle 社の Java SE インス
トールサイトを参照してください。

Eclipse などの Java IDE をお持ちの場合は、ソースコードを開いて編集、ビルド、および実行できます。

最新バージョンの AWS SDK for Java が必要です。Eclipse を IDE として使用している場合は、AWS 
Toolkit for Eclipse を代わりにインストールできます。

コンシューマーアプリケーションには、バージョン 1.2.1 以上の Kinesis クライアントライブラリ (KCL) 
が必要です。これは、Kinesis クライアントライブラリ (Java) GitHub  から入手することができます。

次のステップ
ステップ 1: データストリームの作成 (p. 37)

ステップ 1: データストリームの作成
チュートリアル: KPL と KCL 1.x を使用した株式データのリアルタイム処理 (p. 36) の最初のステップ
で、後のステップで使用するストリームを作成します。

ストリームを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Kinesis コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
kinesis) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[データストリーム] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、リージョンセレクターを展開し、リージョンを選択します。
4. [Kinesis ストリームの作成] を選択します。
5. ストリームの名前 (例: StockTradeStream) を入力します。
6. シャードカウントは1と入力しますが、[必要なシャードカウントの予想] は折りたたんだままにしま

す。
7. [Kinesis ストリームの作成] を選択します。

[Kinesis streams] リストのページで、作成中のストリームのステータスは CREATING になります。スト
リームを使用する準備ができると、ステータスは ACTIVE に変わります。ストリームの名前を選択しま
す。表示されたページの [詳細] タブには、ストリーム設定の概要が示されます。[モニタリング] セクショ
ンには、ストリームのモニタリング情報が表示されます。

シャードに関する追加情報
このチュートリアルを除き、初めて Kinesis Data Streams を使用する場合は、より慎重にストリーム作
成プロセスを計画する必要がある場合があります。シャードをプロビジョニングするときには、予想され
る最大需要を考慮する必要があります。このシナリオを例として使用すると、米国の株式市場の取引トラ
フィックは、昼間 (東部標準時) にピークを迎えます。その時刻をサンプルとして需要の予測を行う必要
があります。その後、予想される最大需要に合わせてプロビジョニングするか、需要の変動に応じてスト
リームを拡大または縮小することができます。

シャードは、スループット容量の単位です。[Kinesis ストリームの作成] ページで、[必要なシャードカウン
トの予想] を展開します。次のガイドラインに従って、平均レコードサイズ、1 秒間に書き込まれる最大レ
コード数、コンシューマーアプリケーションの数を入力します。

平均レコードサイズ

計算される平均レコードサイズの予測。この値がわからない場合は、予測される最大レコードサイズ
を使用します。

書き込まれる最大レコード数

データを提供するエンティティの数と各エンティティで 1 秒間に生成されるおよそのレコード数を考
慮に入れます。たとえば、20 台の取引サーバーから株式取引データを取得し、各サーバーで 1 秒間に 
250 個の取引が生成される場合、1 秒あたりの合計取引数 (レコード数) は 5,000 になります。

コンシューマーアプリケーションの数

独立してストリームを読み取り、ストリームを固有の方法で処理し、固有の出力を生成するアプリ
ケーションの数。各アプリケーションでは、複数のインスタンスを異なるマシン (つまり、クラス
ター) で実行することができます。このため、大規模なストリームでも遅延することなく処理できま
す。

表示された予測シャードカウントが現在のシャード制限を超えた場合は、その数のシャードカウントを含
むストリームを作成する前に、制限を引き上げるリクエストの送信が必要な場合があります。シャード制
限の引き上げをリクエストするには、Kinesis Data Streams 制限フォームを使用します。ストリームおよ
びシャードの詳細については、ストリームの作成と管理 (p. 68)を参照してください。

次のステップ
ステップ 2: IAM ポリシーとユーザーの作成 (p. 38)

ステップ 2: IAM ポリシーとユーザーの作成
AWS では、セキュリティのベストプラクティスとして、許可を細分化して、各リソースへのアクセスを制
御することが勧められます。AWS Identity and Access Management(IAM) を使用することで、AWS のユー
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ザーとユーザー許可を管理できます。IAM ポリシーは、許可されるアクションとそのアクションが適用さ
れるリソースを明示的にリストアップします。

一般的に、Kinesis Data Streams プロデューサーおよびコンシューマーには、次の最小許可が必要になり
ます。

プロデューサー

アクション リソース 目的

DescribeStream,
DescribeStreamSummary,
DescribeStreamConsumer

Kinesis Data Streams レコードを書き込む前に、プロデューサーは、ストリームが存在し、アクティブであること、シャードがス
トリームに含まれていること、およびストリームにコンシューマーがあることを確認します。

SubscribeToShard,
RegisterStreamConsumer

Kinesis Data Streams Kinesis Data Stream シャードにサブスクライブし、コンシューマーを登録します。

PutRecord, PutRecords Kinesis Data Streams Amazon Kinesis ストリームにレコードを書き込みます｡

コンシューマー

[Actions] (アクション) [Resource] (リソース) 目的

DescribeStream Kinesis Data Streams レコードを読み取る前に、コンシューマーは、ストリームが存在し、アクティブであることを確認し、スト
リームにシャードが含まれることを確認します。

GetRecords,
GetShardIterator

Kinesis Data Streams Kinesis Data Streams シャードからレコードを読み込みます。

CreateTable, DescribeTable,
GetItem, PutItem, Scan,
UpdateItem

Amazon DynamoDB 
テーブル

Kinesis クライアントライブラリ (KCL) を使用してコンシューマーが開発されている場合は、アプリケーショ
ンの処理状態を追跡するときに DynamoDB テーブルへの許可が必要です。テーブルは、最初に開始したコン
シューマーによって作成されます。

DeleteItem Amazon DynamoDB 
テーブル

コンシューマーが Kinesis Data Streams シャードで分割と結合のオペレーションを実行する場合。

PutMetricData CloudWatch アマゾン
ログ

また、KCL は CloudWatch、アプリケーションをモニタリングするのに便利なメトリクスもにアップロード
します。

このアプリケーションでは、前述のすべての許可を付与する単一の IAM ポリシーを作成します。実際に
は、プロデューサーとコンシューマーに 1 つずつ、2 つのポリシーを作成することになるかもしれませ
ん。

IAM ポリシーを作成するには

1. 新しいストリームの Amazon リソースネーム (ARN) を見つけます。この ARN は、 [ストリーム ARN] 
として [詳細]タブの上部に表示されます。ARN 形式 は次のとおりです。

arn:aws:kinesis:region:account:stream/name

region

リージョンコード (us-west-2 など)。詳細については、リージョンとアベイラビリティーゾーン
の概念を参照してください。

アカウント

AWS アカウント ID ( アカウント設定を参照してください)。
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name

ステップ 1: データストリームの作成 (p. 37) からのストリームの名前 
(StockTradeStream)。

2. コンシューマーによって使用される (最初のコンシューマーインスタンスによって作成された) 
DynamoDB テーブルの ARN を決定します。次のような形式になります。

arn:aws:dynamodb:region:account:table/name

リージョンとアカウントは前のステップと同じ場所のものですが、この場合の名前はコンシューマー
アプリケーションによって作成および使用されるテーブルの名前となります。コンシューマーによっ
て使用される KCL では、アプリケーション名がテーブル名として使用されます。後で使用されるアプ
リケーション名である StockTradesProcessor を使用します。

3. IAM コンソールのポリシー (https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies) で、[ポリシーの作
成] を選択します。IAM ポリシーを初めて扱う場合には、[今すぐ始める]、[ポリシーの作成] を選択し
ます。

4. [ポリシージェネレーター] の横の [選択] を選択します。
5. AWS のサービスとして [Amazon Kinesis]を選択します。
6. 許可されるアクションとし

て、DescribeStream、GetShardIterator、GetRecords、PutRecord、および PutRecords
を選択します。

7. ステップ 1 で作成した ARN を入力します。
8. 以下の各項目について、[ステートメントを追加] を使用します。

AWS のサービス アクション ARN

Amazon DynamoDB CreateTable, DeleteItem,
DescribeTable, GetItem,
PutItem, Scan, UpdateItem

ステップ 2 で作成した ARN

アマゾン CloudWatch PutMetricData *

ARN を指定するときに使用されるアスタリスク (*) は必要ありません。これは、PutMetricDataア
クションが呼び出される特定のリソースが存在しない場合などがこれに該当します。 CloudWatch

9. [Next Step (次のステップ)] をクリックします。
10. [ポリシー名] を StockTradeStreamPolicy に変更し、コードを確認して、[ポリシーの作成] を選択

します。

取得されたポリシードキュメントには、次のような結果が表示されます

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Stmt123", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kinesis:DescribeStream", 
        "kinesis:PutRecord", 
        "kinesis:PutRecords", 
        "kinesis:GetShardIterator", 
        "kinesis:GetRecords", 
        "kinesis:ListShards", 
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        "kinesis:DescribeStreamSummary", 
        "kinesis:RegisterStreamConsumer" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kinesis:us-west-2:123:stream/StockTradeStream" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt234", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kinesis:SubscribeToShard", 
        "kinesis:DescribeStreamConsumer" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kinesis:us-west-2:123:stream/StockTradeStream/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt456", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "dynamodb:*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123:table/StockTradesProcessor" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt789", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudwatch:PutMetricData" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

IAM ユーザーを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Users] (ユーザー) ページで、[Add user] (ユーザーを追加) を選択します。
3. [User name] に、StockTradeStreamUser と入力します。
4. [アクセスの種類] で、[プログラムによるアクセス] を選択し、[次の手順: アクセス許可] を選択しま

す。
5. [既存のポリシーを直接アタッチする] を選択します。
6. 作成したポリシーの名前で検索します。ポリシー名の左にあるボックスを選択し、[次の手順: 確認] を

選択します。
7. 詳細と概要を確認し、[ユーザーの作成] を選択します。
8. [アクセスキー ID] をコピーし、プライベート用に保存します。[シークレットアクセスキー] で [表示] 

を選択し、このキーもプライベートに保存します。
9. アクセスキーとシークレットキーを自分しかアクセスできない安全な場所にあるローカルファ

イルに貼り付けます。このアプリケーションでは、アクセス権限を厳しく制限した  ~/.aws/
credentials という名前のファイルを作成します。ファイル形式は次のようになります。

[default]
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aws_access_key_id=access key
aws_secret_access_key=secret access key

IAM ポリシーをユーザーにアタッチするには

1. IAM コンソールで、[ポリシー] を開いて [ポリシーアクション] を選択します。
2. [StockTradeStreamPolicy] および [アタッチ] を選択します。
3. [StockTradeStreamUser] および [ポリシーのアタッチ] を選択します。

次のステップ
ステップ 3: 実装コードのダウンロードおよびビルド (p. 42)

ステップ 3: 実装コードのダウンロードおよびビルド
スケルトンコードは the section called “チュートリアル: KPL と KCL 1.x を使用した株式データのリアル
タイム処理” (p. 36) 用に提供されています。このコードには、株式取引ストリームの取り込み (プロ
デューサー) およびデータの処理 (コンシューマー) のいずれにも使用できるスタブ実装が含まれていま
す。次の手順は、実装を完了する方法を示しています。

実装コードをダウンロードおよびビルドするには

1. ソースコードをコンピュータにダウンロードします。
2. 提供されたディレクトリ構造に従って、お好みの IDE でソースコードを使用してプロジェクトを作成

します。
3. プロジェクトに次のライブラリを追加します。

• Amazon Kinesis クライアントライブラリ (KCL)
• AWS SDK
• アパッチ HttpCore
• アパッチ HttpClient
• Apache Commons Lang
• Apache Commons Logging
• Guava (Java 用の Google コアライブラリ)
• Jackson Annotations
• Jackson Core
• Jackson Databind
• Jackson Dataformat: CBOR
• Joda Time

4. IDE によっては、プロジェクトが自動的にビルドされる場合があります。自動的にビルドされない場
合は、IDE に適切なステップを使用してプロジェクトをビルドします。

上記のステップが正常に完了したら、次のセクション (the section called “ステップ 4: プロデューサーを実
装する” (p. 43)) に進みます。ビルドのいずれかの段階でエラーが発生した場合は、先に進む前に、原因
を調査の上、解決してください。

次のステップ
 (p. 43)

42

https://console.aws.amazon.com/iam/home?#policies
https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-learning/tree/learning-module-1


Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
ステップ 4: プロデューサーを実装する

ステップ 4: プロデューサーを実装する

チュートリアル: KPL と KCL 1.x を使用した株式データのリアルタイム処理 (p. 36) のアプリケーショ
ンでは、株式市場取引をモニタリングする実際のシナリオが使用されます。次の原理によって、このシナ
リオをプロデューサーおよびサポートコード構造にマッピングすることができます。

ソースコードを参照し、次の情報を確認してください。

StockTrade クラス

株式取引は、StockTrade クラスのインスタンスによって個別に表されます。このインスタンスに
は、ティッカーシンボル、株価、株数、取引のタイプ (買いまたは売り)、取引を一意に識別する ID な
どの属性が含まれます。このクラスは、既に実装されています。

ストリームレコード

ストリームとは、一連のレコードのことです。レコードとは、JSON 形式による連続する
StockTrade インスタンスの 1 つを表しています。例:

{ 
  "tickerSymbol": "AMZN",  
  "tradeType": "BUY",  
  "price": 395.87, 
  "quantity": 16,  
  "id": 3567129045
}

StockTradeGenerator クラス

StockTradeGenerator には、呼び出されるたびにランダムに生成された新しい株式取引を返
す、getRandomTrade() と呼ばれるメソッドが含まれています。このクラスは、既に実装されてい
ます。

StockTradesWriter クラス

プロデューサーの main メソッドである StockTradesWriter は、継続的にランダム取引を取得
し、以下のタスクを実行してそれらを Kinesis Data Streams に送信します。
1. ストリーム名とリージョン名を入力として読み取ります。
2. AmazonKinesisClientBuilder を作成します。
3. クライアントビルダーを使用してリージョン、認証情報、およびクライアント構成を設定します。
4. クライアントビルダーを使用して AmazonKinesis クライアントを構成します。
5. ストリームが存在し、アクティブであることを確認します (そうでない場合は、エラーで終了しま

す)。
6. 連続ループで、StockTradeGenerator.getRandomTrade() メソッドに続き

sendStockTrade メソッドを呼び出して、100 ミリ秒ごとに取引をストリームに送信します。

sendStockTrade クラスの StockTradesWriter メソッドには次のコードがあります。

private static void sendStockTrade(StockTrade trade, AmazonKinesis kinesisClient, 
 String streamName) { 
    byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes(); 
    // The bytes could be null if there is an issue with the JSON serialization by the 
 Jackson JSON library. 
    if (bytes == null) { 
        LOG.warn("Could not get JSON bytes for stock trade"); 
        return; 
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    } 
     
    LOG.info("Putting trade: " + trade.toString()); 
    PutRecordRequest putRecord = new PutRecordRequest(); 
    putRecord.setStreamName(streamName); 
    // We use the ticker symbol as the partition key, explained in the Supplemental 
 Information section below. 
    putRecord.setPartitionKey(trade.getTickerSymbol()); 
    putRecord.setData(ByteBuffer.wrap(bytes)); 

    try { 
        kinesisClient.putRecord(putRecord); 
    } catch (AmazonClientException ex) { 
        LOG.warn("Error sending record to Amazon Kinesis.", ex); 
    }
}

次のコードの詳細を参照してください。
• PutRecord API はバイト配列を想定するため、trade を JSON 形式に変換する必要があります。

この操作は、次の 1 行のコードによって行われます。

byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes();

• 取引を送信する前に、新しい PutRecordRequest インスタンス (この場合、putRecord と呼ばれ
る) を作成する必要があります。

PutRecordRequest putRecord = new PutRecordRequest();

各 PutRecord の呼び出しには、ストリーム名、パーティションキー、およびデータ BLOB が必要
です。次のコードによって、putRecord メソッドを使用して、これらのフィールドを setXxxx()
オブジェクトに追加します。

putRecord.setStreamName(streamName);
putRecord.setPartitionKey(trade.getTickerSymbol());
putRecord.setData(ByteBuffer.wrap(bytes));

この例では、株式チケットをパーティションキーとして使用することで、レコードを特定のシャー
ドにマッピングしています。実際には、レコードがストリーム全体に均等に分散するように、
シャード 1 つあたりに数百個または数千個のパーティションキーを用意する必要があります。スト
リームにデータを追加する方法の詳細については、ストリームへのデータの追加 (p. 100)を参照し
てください。

次に、putRecord をクライアントに送信 (put オペレーション) することができます。

kinesisClient.putRecord(putRecord);

• エラーチェックとログ記録は、いつでも追加して損はありません。次のコードによって、エラー状
態を記録します。

if (bytes == null) { 
    LOG.warn("Could not get JSON bytes for stock trade"); 
    return;
}

put オペレーションの前後に try/catch ブロックを追加します。

try { 
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       kinesisClient.putRecord(putRecord);
} catch (AmazonClientException ex) { 
       LOG.warn("Error sending record to Amazon Kinesis.", ex);
}

これは、ネットワークエラーや、ストリームがスループット制限を超えて抑制されたことが原因
で、Kinesis Data Streams の put オペレーションが失敗することがあるためです。データが失われ
ることがないように、単純な再試行として使用するなど、put オペレーションの再試行ポリシーを
慎重に検討することをお勧めします。

• ステータスのログ記録は有益ですが、オプションです。

LOG.info("Putting trade: " + trade.toString());

ここに示されているプロデューサーでは、Kinesis Data Streams API のシングルレコード機能
PutRecord が使用されています。実際には、個々のプロデューサーで大量のレコードが生成される
場合があります。その場合、PutRecords のマルチレコード機能を使用して、レコードのバッチを一
度に送信する方が効率的です。詳細については、ストリームへのデータの追加 (p. 100)を参照してく
ださい。

プロデューサーを実行するには

1. 前のステップ (IAM ユーザーを作成したとき) で取得したアクセスキーとシークレットキーのペアが
ファイル ~/.aws/credentials に保存されていることを確認します。

2. 次の引数を指定して StockTradeWriter クラスを実行します。

StockTradeStream us-west-2

us-west-2 以外のリージョンにストリームを作成した場合は、代わりにそのリージョンをここで指
定する必要があります。

次のような出力が表示されます。

Feb 16, 2015 3:53:00 PM   
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 8: SELL 996 shares of BUD for $124.18
Feb 16, 2015 3:53:00 PM  
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 9: BUY 159 shares of GE for $20.85
Feb 16, 2015 3:53:01 PM  
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 10: BUY 322 shares of WMT for $90.08

Kinesis Data Streams によって株式取引ストリームが取り込まれます。

次のステップ
ステップ 5: コンシューマーを実装する (p. 45)

ステップ 5: コンシューマーを実装する
チュートリアル: KPL と KCL 1.x を使用した株式データのリアルタイム処理 (p. 36) のコンシューマー
アプリケーションでは、 (p. 43)で作成した株式取引ストリームを継続的に処理します。その後、1 分ご
とに売買されている最も人気のある株式を出力します。このアプリケーションは、Kinesis Client Library 
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(KCL) 上に構築されており、コンシューマーアプリケーションに共通する面倒な作業の多くを行います。
詳細については、KCL 1.x コンシューマーの開発 (p. 135)を参照してください。

ソースコードを参照し、次の情報を確認してください。

StockTradesProcessor クラス

事前に用意されているコンシューマーのメインクラスで、次のタスクを実行します。
• 引数として渡されたアプリケーション、ストリーム、およびリージョン名を読み取ります。
• ~/.aws/credentials から認証情報を読み取ります。
• RecordProcessor のインスタンスとして機能し、StockTradeRecordProcessor インスタンス

によって実装される、RecordProcessorFactory インスタンスを作成します。
• インスタンスおよび標準設定 (例: ストリーム名、認証情報、アプリケーション名) が指定された

KCL ワーカーを作成します。
• このワーカーは、(このコンシューマーインスタンスに割り当てられた) 各シャードに新しいスレッ

ドを作成します。これにより、継続的に Kinesis Data Streams からレコードが読み取られます。次
に、RecordProcessor インスタンスを呼び出して、受信したレコードのバッチを処理します。

StockTradeRecordProcessor クラス

RecordProcessor インスタンスを実装したら、次に
initialize、processRecords、shutdown の 3 つの必須メソッドを実装します。

Kinesis Client Library によって使用される initialize および shutdown は、名前が示すとおり、
レコードの受信がいつ開始し、いつ終了するかをレコードプロセッサに知らせます。これにより、レ
コードプロセッサは、アプリケーションに固有の設定および終了タスクを行うことができます。これ
らのコードは事前に用意されています。主な処理は processRecords メソッドで行われ、そこでは
各レコードの processRecord が使用されます。後者のメソッドは、ほとんどの場合、空のスケル
トンコードとして提供されます。次のステップでは、これを実装する方法について説明します。詳細
は、次のステップを参照してください。

また、processRecord のサポートメソッドである reportStats および resetStats の実装にも
注目してください。これらのメソッドは、元のソースコードでは空になっています。

processRecords メソッドは既に実装されており、次のステップを実行します。
• 渡された各レコードについて、レコード上で processRecord を呼び出します。
• 最後のレポートから 1 分間以上経過した場合は、reportStats() を呼び出して最新の統計を出力

し、次の間隔に新しいレコードのみ含まれるように resetStats() を呼び出して統計を消去しま
す。

• 次のレポート時間を設定します。
• 最後のチェックポイントから 1 分間以上経過した場合は、checkpoint() を呼び出します。
• 次のチェックポイント時間を設定します。

このメソッドでは、60 秒間間隔でレポートおよびチェックポイント時間が設定されています。チェッ
クポイントの詳細については、コンシューマーに関する追加情報 (p. 47)を参照してください。

StockStats クラス

このクラスでは、データを保持し、最も人気のある株式の経時的な統計を示すことができます。この
コードは、事前に用意されており、次のメソッドが含まれています。
• addStockTrade(StockTrade): 指定された StockTrade を実行中の統計に取り込みます。
• toString(): 特定の形式の文字列として統計を返します。

このクラスは、各株式の合計取引数と最大取引数を継続的にカウントすることで、最も人気のある株
式を追跡します。これらの数は、株式取引を受け取る度に更新されます。
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次のステップに示されているコードを StockTradeRecordProcessor クラスのメソッドに追加します。

コンシューマーを実装するには

1. processRecord メソッドを実装するには、サイズの正しい StockTrade オブジェクトを開始し、
それにレコードデータを追加します。また、問題が発生した場合に警告がログに記録されるようにし
ます。

StockTrade trade = StockTrade.fromJsonAsBytes(record.getData().array());
if (trade == null) { 
    LOG.warn("Skipping record. Unable to parse record into StockTrade. Partition Key: " 
 + record.getPartitionKey()); 
    return;
}
stockStats.addStockTrade(trade);

2. 簡単な reportStats メソッドを実装します。出力形式は好みに応じて自由に変更することができま
す。

System.out.println("****** Shard " + kinesisShardId + " stats for last 1 minute ******
\n" + 
                   stockStats + "\n" + 
                   "****************************************************************
\n");

3. 最後に、新しい stockStats インスタンスを作成する resetStats メソッドを実装します。

stockStats = new StockStats();

コンシューマーを実行するには

1.  (p. 43) で記述したプロデューサーを実行し、シミュレートした株式取引レコードをストリームに
取り込みます。

2. 前のステップ (IAM ユーザーを作成したとき) で取得したアクセスキーとシークレットキーのペアが
ファイル ~/.aws/credentials に保存されていることを確認します。

3. 次の引数を指定して StockTradesProcessor クラスを実行します。

StockTradesProcessor StockTradeStream us-west-2

us-west-2 以外のリージョンにストリームを作成した場合は、代わりにそのリージョンをここで指
定する必要があります。

1 分後、次のような出力が表示されます。その後、1 分間ごとに出力が更新されます。

  ****** Shard shardId-000000000001 stats for last 1 minute ****** 
  Most popular stock being bought: WMT, 27 buys. 
  Most popular stock being sold: PTR, 14 sells. 
  ****************************************************************

コンシューマーに関する追加情報
KCL 1.x コンシューマーの開発 (p. 135)などで説明されている Kinesis Client Library のメリットに詳しい
方であれば、ここで使用することに疑問を感じるかもしれません。1 つのシャードストリームとそれを処
理する 1 つのコンシューマーインスタンスしか使用しない場合でも、KCL を使用して簡単にコンシュー
マーを実装することができます。プロデューサーセクションとコンシューマーセクションのコードの実装
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手順を比較すると、コンシューマーの実装の方が比較的に簡単であることがわかります。これは、KCL で
提供されているサービスが大きく関係しています。

このアプリケーションでは、個別のレコードを処理できるレコードプロセッサクラスの実装に焦点を合わ
せてきました。新しいレコードが使用可能になると、KCL がレコードを取得してレコードプロセッサを呼
び出すため、Kinesis Data Streams からレコードを取得する方法を心配しなくて済みます。また、シャー
ドカウントやコンシューマーインスタンス数についても心配しなくて済みます。ストリームがスケール
アップされても、複数のシャードやコンシューマーインスタンスを処理するためにアプリケーションを書
き直す必要はありません。

チェックポイントとは、ストリームにおける特定のポイントのことで、それまでに消費および処理された
データレコードが記録されます。このため、アプリケーションがクラッシュしても、ストリームの始めか
らではなく、そのポイントからストリームが読み取られます。チェックポイントやそのさまざまな設計パ
ターン、およびベストプラクティスは、この章の範囲外です。ただし、本番環境ではこのような問題に直
面することがあります。

 (p. 43)で学習したように、Kinesis Data Streams API の put オペレーションは、パーティション
キーを入力として受け取ります。Kinesis Data Streams は、レコードを複数のシャードに分割するメカニ
ズムとしてパーティションキーを使用します (複数のシャードがストリームに含まれる場合)。同じパー
ティションキーは、常に同じシャードにルーティングされます。このため、同じパーティションキーを持
つレコードはそのコンシューマーにのみ送信され、他のコンシューマーに送信されることはないと仮定し
て、特定のシャードを処理するコンシューマーを設計できます。したがって、コンシューマーのワーカー
は、必要なデータが欠落しているかもしれないと心配することなく、同じパーティションキーを持つすべ
てのレコードを集計できます。

このアプリケーションでは、コンシューマーによるレコードの処理の負荷は高くないため、1 つのシャー
ドを使用して、KCL スレッドと同じスレッドで処理することができます。ただし、実際には、まずシャー
ドの数のスケールアップを検討します。レコードの処理が大変になることが予想される場合は、異なる
スレッドに処理を切り替えたり、スレッドプールを使用したりする必要があるかもしれません。このよう
に、その他のスレッドがレコードを並列処理していても、KCL は新しいレコードを迅速に取得できます。
一般的に、マルチスレッド設計は簡単ではなく高度な技術が必要になるため、シャードの数を増やすこと
が最も効果的で簡単な拡張方法です。

次のステップ
ステップ 6: (オプション) コンシューマーを拡張する (p. 48)

ステップ 6: (オプション) コンシューマーを拡張する
チュートリアル: KPL と KCL 1.x を使用した株式データのリアルタイム処理 (p. 36) のアプリケーショ
ンは、すでに目的を十分に果たしているかもしれません。このオプションのセクションでは、さらに複雑
なシナリオにも対応できるようにコンシューマーコードを拡張する方法について説明します。

1 分ごとに最大の売り注文を知るには、3 箇所の StockStats クラスを変更し、新しい優先順位を組み込
みます。

コンシューマーを拡張するには

1. 新しいインスタンス変数を追加します。

 // Ticker symbol of the stock that had the largest quantity of shares sold  
 private String largestSellOrderStock; 
 // Quantity of shares for the largest sell order trade 
 private long largestSellOrderQuantity;

2. 次のコードを addStockTrade に追加します。

 if (type == TradeType.SELL) { 
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     if (largestSellOrderStock == null || trade.getQuantity() > 
 largestSellOrderQuantity) { 
         largestSellOrderStock = trade.getTickerSymbol(); 
         largestSellOrderQuantity = trade.getQuantity(); 
     } 
 }

3. toString メソッドを変更し、追加情報を出力します。

 public String toString() { 
     return String.format( 
             "Most popular stock being bought: %s, %d buys.%n" + 
             "Most popular stock being sold: %s, %d sells.%n" + 
             "Largest sell order: %d shares of %s.", 
             getMostPopularStock(TradeType.BUY), 
 getMostPopularStockCount(TradeType.BUY), 
             getMostPopularStock(TradeType.SELL), 
 getMostPopularStockCount(TradeType.SELL), 
             largestSellOrderQuantity, largestSellOrderStock); 
 }

コンシューマーを今すぐ実行すると (プロデューサーも忘れずに実行してください)、次のような出力が表
示されます。

 ****** Shard shardId-000000000001 stats for last 1 minute ****** 
  Most popular stock being bought: WMT, 27 buys. 
  Most popular stock being sold: PTR, 14 sells. 
  Largest sell order: 996 shares of BUD. 
  ****************************************************************

次のステップ
ステップ 7: 終了する (p. 49)

ステップ 7: 終了する
Kinesis Data Streams の使用には料金がかかるため、作業が終わったら、ストリームおよび対応する 
Amazon DynamoDB テーブルは必ず削除してください。レコードを送信したり取得したりしていなくて
も、ストリームがアクティブなだけでわずかな料金が発生します。その理由として、アクティブなスト
リームでは、受信レコードを継続的に "リッスン" し、レコードを取得するようにリクエストすることにリ
ソースが使用されるためです。

ストリームおよびテーブルを削除するには

1. 実行しているプロデューサーおよびコンシューマーをすべてシャットダウンします。
2. Kinesis コンソール (https://console.aws.amazon.com/kinesis) を開きます。
3. このアプリケーション用に作成したストリーム (StockTradeStream) を選択します 。
4. [ストリームの削除] を選択します。
5. DynamoDB コンソールを (https://console.aws.amazon.com/dynamodb/) で開きます。
6. StockTradesProcessor テーブルを削除します。

概要
ほぼリアルタイムで大量のデータを処理するために、魔法のコードを記述したり、大規模なインフラスト
ラクチャを開発したりする必要はありません。Kinesis Data Streams を使用すれば、少量のデータを処理
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するロジックを記述する (processRecord(Record) を記述するなど) 場合と同じように簡単にスケー
ルして、大量のストリーミングデータに対応できます。Kinesis Data Streams が代わりに処理してくれる
ため、処理を拡張する方法を心配しなくて済みます。することと言えば、ストリームレコードを Kinesis 
Data Streams に送信し、受信した新しい各レコードを処理するロジックを記述するだけです。

このアプリケーションについて考えられる拡張機能は、次のとおりです。

すべてのシャードで集計する

現在は、単一のワーカーが単一のシャードから受け取ったデータレコードの集約に基づく統計が取得
されます (複数のワーカーが同時に単一のアプリケーションからシャードを処理することはできませ
ん)。拡張するときに複数のシャードがある場合、すべてのシャードで集計しようと考えるかもしれ
ません。そのためには、パイプラインアーキテクチャを用意します。パイプラインアーキテクチャで
は、各ワーカーの出力が単一のシャードを持つ別のストリームに供給され、第 1 段階の出力を集計す
るワーカーによってそのストリームが処理されます。第 1 段階のデータが制限されるため (シャード
ごとに 1 分間あたり 1 つのサンプル)、シャードごとに処理しやすくなります。

処理の拡張

多数のシャードが含まれるようにストリームを拡張する場合 (多数のプロデューサーがデータを送信
している場合)、処理を拡張するには、より多くのワーカーを追加します。複数のワーカーを Amazon 
EC2 インスタンスで実行し、Auto Scaling グループを使用することができます。

Amazon S3/DynamoDB/Amazon Redshift/Storm へのコネクタを使用する

ストリームは継続的に処理されるため、出力を他の保存先に送信することができます。AWS
は、Kinesis DataStreams を他の AWS サービスやサードパーティツールと統合するためのコネクタを
提供します。

次のステップ
• Kinesis Data Streams API オペレーションの使用の詳細については、で Amazon Kinesis Data Streams 

API を使用したプロデューサーの開発AWS SDK for Java (p. 100)、AWS SDK for Java を使用したス
ループット共有カスタムコンシューマーの開発 (p. 160)、および ストリームの作成と管理 (p. 68)
を参照してください。

• Kinesis Client Library の詳細については、を参照してくださいKCL 1.x コンシューマーの開
発 (p. 135)。

• アプリケーションを最適化する方法については、高度なトピック (p. 188)を参照してください。

チュートリアル: Flink アプリケーション用の 
Kinesis Data Analytics を使用した株式データのリ
アルタイム分析

このチュートリアルのシナリオでは、株式取引をデータストリームに取り込み、ストリーム上で計算を実
行するシンプルな Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションを記述する必要があります。レコード
のストリームを Kinesis Data Streams に送信し、ほぼリアルタイムでレコードを消費および処理するアプ
リケーションを実装する方法を説明します。

Flink アプリケーション用の Amazon Kinesis Data Analytics を使用すると、Java または Scala を使用して
ストリーミングデータを処理および分析できます。このサービスを使用すると、ストリーミングソースに
対して Java または Scala コードを作成して実行し、時系列分析の実行、ダッシュボードへのリアルタイ
ムフィード、メトリクスのリアルタイム作成を行うことができます。
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Flink アプリケーションは、Kinesis Data Analytics で Apache Flink に基づくオープンソースライブラリを
使用して構築できます。Apache Flink は、データストリームを処理するための一般的なフレームワークお
よびエンジンです。

Important

2 つのデータストリームとアプリケーションを作成した後、Kinesis Data Streams と Kinesis Data 
Analytics の使用に関するわずかな料金が発生します。これらは AWS 無料利用枠の対象に該当し
ないためです。このアプリケーションを終了したら、AWS リソースを削除して料金が発生しない
ようにしてください。

このコードでは、実際の株式市場データにアクセスする代わりに、株式取引のストリームをシミュレート
します。そのために、ランダム株式取引ジェネレーターが使用されます。リアルタイムの株式取引のスト
リームにアクセスできたとしたら、そのときに必要としている有益な統計を入手したいと考えるかもしれ
ません。たとえば、スライディングウィンドウ分析を実行して、過去 5 分間に購入された最も人気のある
株式を調べたいと思われるかもしれません。または、大規模な売り注文 (膨大な株式が含まれる売り注文) 
が発生したときに通知を受けたいと思われるかもしれません。このシリーズのコードを拡張して、このよ
うな機能を使用することもできます。

この例では、米国西部 (オレゴン) リージョンが使用されていますが、Kinesis Data Analytics がサポートさ
れる AWS リージョンであれば、いずれのリージョンでも動作します。

タスク
• 演習を完了するための前提条件 (p. 51)
• ステップ 1: AWS アカウントを設定して管理ユーザーを作成する (p. 51)
• ステップ 2: AWS Command Line Interface (AWS CLI) をセットアップする (p. 54)
• ステップ 3: Flink アプリケーション用の Kinesis Data Analytics を作成および実行する (p. 55)

演習を完了するための前提条件
このガイドの手順を完了するには、以下が必要です。

• Java 開発キット (JDK) バージョン 8。JAVA_HOME 環境変数を、JDK のインストール場所を指すように
設定します。

• 開発環境 (Eclipse Java Neon や IntelliJ Idea など) を使用してアプリケーションを開発し、コンパイルす
ることをお勧めします。

• Git クライアント。Git クライアントをまだインストールしていない場合は、インストールします。
• Apache Maven Compiler Plugin。Maven が作業パスに含まれている必要があります。Apache Maven の

インストールをテストするには、次のように入力します。

$ mvn -version

開始するには、ステップ 1: AWS アカウントを設定して管理ユーザーを作成する (p. 51)に進みます。

ステップ 1: AWS アカウントを設定して管理ユーザー
を作成する
Amazon Kinesis Data Analytics を初めて Flink アプリケーションで使用する場合は、事前に以下のタスク
を実行してください。

1. AWS へのサインアップ (p. 52)
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2. IAM ユーザーの作成 (p. 52)

AWS へのサインアップ
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントが、Amazon Kinesis Data 
Analytics. を含む、AWS 内のすべてのサービスに自動的にサインアップされます。料金は、使用するサー
ビスの料金のみが請求されます。

Kinesis Data Analytics は、使用したリソース分のみお支払いいただくだけで利用可能です。AWS の新規
のお客様の場合、無料で Kinesis Data Analytics の使用を開始できます。詳細については、AWS 無料利用
枠を参照してください。

既に AWS アカウントをお持ちの場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、次のステップに従って作成します。

AWS アカウントを作成する

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
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 アカウント ID は次のタスクでも必要となるので、メモしておいてください。

IAM ユーザーの作成
Amazon Kinesis Data Analytics などの AWS のサービスは、サービスにアクセスする際に認証情報を提供
する必要があります。これにより、サービスのリソースにアクセスする権限の有無が判定されます。AWS 
Management Console では、パスワードを入力する必要があります。

AWS アカウントによる AWS Command Line Interface (AWS CLI) または API へのアクセス用にアクセス
キーを作成できます。ただし、AWS アカウントの認証情報を使用して AWS にアクセスすることは推奨
されません。代わりに AWS Identity and Access Management (IAM) を使用することをお勧めします。IAM 
ユーザーを作成し、管理者アクセス許可を持つ IAM グループにユーザーを追加したら、作成した IAM 
ユーザーに管理者アクセス許可を付与します。その後、特別な URL とその IAM ユーザーの認証情報を使
用して AWS にアクセスできます。

AWS にサインアップし、ご自分の IAM ユーザーをまだ作成していない場合は、IAM コンソールを使用し
て作成できます。

このガイドの使用開始実習では、管理者権限を持つユーザー (adminuser) が存在すること想定していま
す。手順に従ってアカウントに adminuser を作成します。

管理者グループを作成する

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、[Groups] (グループ)、[Create New Group] (新しいグループの作成) の順に
選択します。
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3. [Group Name] にグループの名前 (例: Administrators) を入力し、[Next Step] を選択します。
4. ポリシーのリストで、[ポリシーのリストで、AdministratorAccessそのポリシーの横にあるチェック

ボックスを選択します。[フィルタ] メニューと [検索] ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィ
ルタリングできます。

5. [次のステップ]、[グループの作成] の順に選択します。

新しいグループは、[Group Name] の下に表示されます。

自分用の IAM ユーザーを作成するには、管理者グループにユーザーを追加し、パスワードを作成
します。

1. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー)、[Add user] (ユーザーの追加) の順に選択します。
2. [ユーザー名] ボックスにユーザー名を入力します。
3. プログラミングによるアクセスとAWS マネジメントコンソールへのアクセスの両方を選択します。
4. [Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。
5. [管理者] グループの横にあるチェックボックスを選択します。続いて、[Next: Review] をクリックしま

す。
6. [Create user] (ユーザーの作成) を選択します。

新しい IAM ユーザーとしてサインインするには

1. からサインアウトします AWS Management Console
2. 次の URL 形式を使用してコンソールにサインインします。

https://aws_account_number.signin.aws.amazon.com/console/

aws_account_number は、ハイフンのない AWS カウント ID です。例えば、AWS アカウント ID が 
1234-5678-9012 の場合は、aws_account_number を 123456789012 に置き換えます。アカウント
番号を検索する方法については、IAM ユーザーガイドのAWS アカウント ID とそのエイリアスを参照
してください。

3. 作成した IAM ユーザー名とパスワードを入力します。サインインすると、ナビゲーションバー
にyour_user_name @ your_aws_account_idが表示されます。

Note

サインインページの URL に AWS のアカウント ID を含めない場合は、アカウントのエイリアス
を作成できます。

アカウントエイリアスを作成または削除するには

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、ダッシュボード を選択します。
3. IAM ユーザーのサインインリンクを探します。
4. エイリアスを作成するには、[カスタマイズ] を選択します。エイリアスの名前を入力し、[はい、作成

する] を選択します。
5. エイリアスを削除するには、カスタマイズ を選択してから、はい、作成する を選択します。サインイ

ン URL は AWS アカウント ID に戻ります。

アカウントエイリアスを作成した後、サインインするには、次の URL を使用します。

https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/
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アカウントの IAM ユーザーのサインインリンクを確認するには、IAM コンソールを開き、ダッシュボード
の [IAM users sign-in link] の下を確認します。

IAM の詳細については、以下を参照してください。

• AWS Identity and Access Management (IAM)
• ご利用開始にあたって
• IAM ユーザーガイド

次のステップ
ステップ 2: AWS Command Line Interface (AWS CLI) をセットアップする (p. 54)

ステップ 2: AWS Command Line Interface (AWS CLI) 
をセットアップする
このステップでは、Flink アプリケーション用の Amazon Kinesis Data Analytics で使用する AWS CLI をダ
ウンロードして設定します。

Note

このガイドの使用開始実習では、操作を実行するために、アカウントの管理者の認証情報 
(adminuser) を使用していることが前提となっています。
Note

既に AWS CLI がインストールされている場合は、最新の機能を取得するためにアップグレード
が必要になる場合があります。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイ
ドのAWS コマンドラインインターフェイスのインストールを参照してください。AWS CLI の
バージョンを確認するには、次のコマンドを実行します。

aws --version

このチュートリアルの演習には、以下の AWS CLI バージョン以降が必要です。

aws-cli/1.16.63

AWS CLI をセットアップする方法

1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー
ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

• AWS Command Line Interface のインストール
• AWS CLI の設定

2. AWS CLI 設定ファイルで管理者ユーザー用の名前付きプロファイルを追加します。AWS CLI コマ
ンドを実行するときに、このプロファイルを使用します。名前付きプロファイルの詳細について
は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの名前付きプロファイルを参照してください。

[profile adminuser]
aws_access_key_id = adminuser access key ID
aws_secret_access_key = adminuser secret access key
region = aws-region

AWS使用可能なリージョンのリストについては、の「AWSリージョンとエンドポイント」を参照して
くださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。
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3. コマンドプロンプトで以下のヘルプコマンドを入力して、セットアップを確認します。

aws help

AWSアカウントとを設定したらAWS CLI、次の演習を試してください。この演習では、サンプルアプリ
ケーションを設定し、 end-to-end セットアップをテストします。

次のステップ
ステップ 3: Flink アプリケーション用の Kinesis Data Analytics を作成および実行する (p. 55)

ステップ 3: Flink アプリケーション用の Kinesis Data 
Analytics を作成および実行する
この演習では、ソースとシンクとしてデータストリームを使用して、Flink アプリケーション用の Kinesis 
Data Analytics を作成します。

このセクションには、以下のステップが含まれています。
• 2 つの Amazon Kinesis Data Streams を作成する (p. 55)
• 入力ストリームへのサンプルレコードの書き込み (p. 56)
• Apache Flink Streaming Java Code のダウンロードと検証 (p. 56)
• アプリケーションコードのコンパイル (p. 57)
• Apache Flink Streaming Java Code のアップロード (p. 59)
• Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成して実行する (p. 60)

2 つの Amazon Kinesis Data Streams を作成する
この演習の Flink アプリケーション用 Kinesis Data Analytics を作成する前に、2 つの Kinesis Data 
Streams (ExampleInputStream と ExampleOutputStream) を作成する必要があります。アプリケー
ションでは、これらのストリームを使用してアプリケーションの送信元と送信先のストリームを選択しま
す。

これらのストリームは Amazon Kinesis コンソールまたは次の AWS CLI コマンドを使用して作成できま
す。コンソールを使用した手順については、データストリームの作成および更新を参照してください。

データストリームを作成するには (AWS CLI)

1. 次の Amazon Kinesis create-stream AWS CLI コマンドを使用して、1 つ目のストリーム 
(ExampleInputStream) を作成します。

$ aws kinesis create-stream \
--stream-name ExampleInputStream \
--shard-count 1 \
--region us-west-2 \
--profile adminuser

2. アプリケーションが出力の書き込みに使用する 2 つめのストリームを作成するには、ストリーム名を
ExampleOutputStream に変更して同じコマンドを実行します。

$ aws kinesis create-stream \
--stream-name ExampleOutputStream \
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--shard-count 1 \
--region us-west-2 \
--profile adminuser

入力ストリームへのサンプルレコードの書き込み
このセクションでは、Python スクリプトを使用して、アプリケーションが処理するサンプルレコードをス
トリームに書き込みます。

Note

このセクションでは AWS SDK for Python (Boto) が必要です。

1. 次の内容で、stock.py という名前のファイルを作成します。

 
import datetime
import json
import random
import boto3

STREAM_NAME = "ExampleInputStream"

def get_data(): 
    return { 
        'EVENT_TIME': datetime.datetime.now().isoformat(), 
        'TICKER': random.choice(['AAPL', 'AMZN', 'MSFT', 'INTC', 'TBV']), 
        'PRICE': round(random.random() * 100, 2)}

def generate(stream_name, kinesis_client): 
    while True: 
        data = get_data() 
        print(data) 
        kinesis_client.put_record( 
            StreamName=stream_name, 
            Data=json.dumps(data), 
            PartitionKey="partitionkey")

if __name__ == '__main__': 
    generate(STREAM_NAME, boto3.client('kinesis'))

2. このチュートリアルの後半では、アプリケーションにデータを送信する stock.py スクリプトを実行
します。

$ python stock.py

Apache Flink Streaming Java Code のダウンロードと検証
この例の Java アプリケーションコードは、から入手できます GitHub。アプリケーションコードをダウン
ロードするには、次の操作を行います。

1. 次のコマンドを使用してリモートリポジトリのクローンを作成します。

git clone https://github.com/aws-samples/amazon-kinesis-data-analytics-java-
examples.git
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2. GettingStarted ディレクトリに移動します。

アプリケーションコードは CustomSinkStreamingJob.java ファイルと CloudWatchLogSink.java
ファイルに含まれています。アプリケーションコードに関して、以下の点に注意してください。

• アプリケーションは Kinesis ソースを使用して、ソースストリームから読み取りを行います。次のスニ
ペットでは、Kinesis シンクが作成されます。

return env.addSource(new FlinkKinesisConsumer<>(inputStreamName, 
                new SimpleStringSchema(), inputProperties));

アプリケーションコードのコンパイル
このセクションでは、Apache Maven コンパイラを使用してアプリケーション用の Java コードを作成し
ます。Apache Maven と Java 開発キット (JDK) をインストールする方法については、演習を完了するた
めの前提条件 (p. 51)を参照してください。

Java アプリケーションには、次のコンポーネントが必要です。

• プロジェクトオブジェクトモデル (pom.xml) ファイル。このファイルには、Kinesis Data Analytics for 
Flink Applications ライブラリなど、アプリケーションの設定と依存関係に関する情報が含まれていま
す。

• アプリケーションのロジックを含む main メソッド。

Note

次のアプリケーション用の Kinesis コネクタを使用するには、コネクタのソースコードをダウン
ロードして、Apache Flink ドキュメントで説明されているように構築する必要があります。

アプリケーションコードを作成してコンパイルするには

1. Java/Maven アプリケーションを開発環境で作成します。アプリケーションを作成する方法について
は、開発環境のドキュメントを参照してください。

• 最初の Java プロジェクトの作成 (Eclipse Java Neon)
• 最初の Java アプリケーションの作成、実行、およびパッケージング (IntelliJ Idea)

2. StreamingJob.java という名前のファイルに対して次のコードを使用します。

 
package com.amazonaws.services.kinesisanalytics;

import com.amazonaws.services.kinesisanalytics.runtime.KinesisAnalyticsRuntime;
import org.apache.flink.api.common.serialization.SimpleStringSchema;
import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStream;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.connectors.kinesis.FlinkKinesisConsumer;
import org.apache.flink.streaming.connectors.kinesis.FlinkKinesisProducer;
import org.apache.flink.streaming.connectors.kinesis.config.ConsumerConfigConstants;

import java.io.IOException;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;
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public class StreamingJob { 

    private static final String region = "us-east-1"; 
    private static final String inputStreamName = "ExampleInputStream"; 
    private static final String outputStreamName = "ExampleOutputStream"; 

    private static DataStream<String> 
 createSourceFromStaticConfig(StreamExecutionEnvironment env) { 
        Properties inputProperties = new Properties(); 
        inputProperties.setProperty(ConsumerConfigConstants.AWS_REGION, region); 
        inputProperties.setProperty(ConsumerConfigConstants.STREAM_INITIAL_POSITION, 
 "LATEST"); 

        return env.addSource(new FlinkKinesisConsumer<>(inputStreamName, new 
 SimpleStringSchema(), inputProperties)); 
    } 
     
    private static DataStream<String> 
 createSourceFromApplicationProperties(StreamExecutionEnvironment env) throws 
 IOException { 
        Map<String, Properties> applicationProperties = 
 KinesisAnalyticsRuntime.getApplicationProperties(); 
        return env.addSource(new FlinkKinesisConsumer<>(inputStreamName, new 
 SimpleStringSchema(), 
                applicationProperties.get("ConsumerConfigProperties"))); 
    } 

    private static FlinkKinesisProducer<String> createSinkFromStaticConfig() { 
        Properties outputProperties = new Properties(); 
        outputProperties.setProperty(ConsumerConfigConstants.AWS_REGION, region); 
        outputProperties.setProperty("AggregationEnabled", "false"); 

        FlinkKinesisProducer<String> sink = new FlinkKinesisProducer<>(new 
 SimpleStringSchema(), outputProperties); 
        sink.setDefaultStream(outputStreamName); 
        sink.setDefaultPartition("0"); 
        return sink; 
    } 
     
    private static FlinkKinesisProducer<String> createSinkFromApplicationProperties() 
 throws IOException { 
        Map<String, Properties> applicationProperties = 
 KinesisAnalyticsRuntime.getApplicationProperties(); 
        FlinkKinesisProducer<String> sink = new FlinkKinesisProducer<>(new 
 SimpleStringSchema(), 
                applicationProperties.get("ProducerConfigProperties")); 

        sink.setDefaultStream(outputStreamName); 
        sink.setDefaultPartition("0"); 
        return sink; 
    } 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        // set up the streaming execution environment 
        final StreamExecutionEnvironment env = 
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment(); 

          
         /* if you would like to use runtime configuration properties, uncomment the 
 lines below 
         * DataStream<String> input = createSourceFromApplicationProperties(env); 
         */ 
          
        DataStream<String> input = createSourceFromStaticConfig(env); 
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         /* if you would like to use runtime configuration properties, uncomment the 
 lines below 
         * input.addSink(createSinkFromApplicationProperties()) 
         */ 
          
        input.addSink(createSinkFromStaticConfig()); 

        env.execute("Flink Streaming Java API Skeleton"); 
    }
}

前述のコード例については、以下の点に注意してください。

• このファイルには、アプリケーションの機能を定義する main メソッドが含まれています。
• アプリケーションでは、ソースおよびシンクコネクタを作成し、StreamExecutionEnvironment

オブジェクトを使用して外部リソースにアクセスします。
• アプリケーションでは、静的プロパティを使用してソースおよびシン

クコネクタを作成します。動的なアプリケーションプロパティを使用
するには、createSourceFromApplicationProperties および
createSinkFromApplicationProperties メソッドを使用してコネクタを作成します。これら
のメソッドは、アプリケーションのプロパティを読み取ってコネクタを設定します。

3. アプリケーションコードを使用するには、コードをコンパイルして JAR ファイルにパッケージ化しま
す。コードのコンパイルとパッケージ化には次の 2 通りの方法があります。

• Maven コマンドラインツールを使用します。pom.xml ファイルが格納されているディレクトリで
次のコマンドを実行して JAR ファイルを作成します。

mvn package

• 開発環境を使用します。詳細については、開発環境のドキュメントを参照してください。

パッケージは JAR ファイルとしてアップロードすることも、圧縮して ZIP ファイルとしてアップロー
ドすることもできします。AWS CLI を使用してアプリケーションを作成する場合は、コードのコンテ
ンツタイプ (JAR または ZIP) を指定します。

4. コンパイル中にエラーが発生した場合は、JAVA_HOME 環境変数が正しく設定されていることを確認
します。

アプリケーションのコンパイルに成功すると、次のファイルが作成されます。

target/java-getting-started-1.0.jar

Apache Flink Streaming Java Code のアップロード
このセクションでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成し、アプリケーショ
ンコードをアップロードします。

アプリケーションコードをアップロードするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケットを作成] を選択します。
3. [Bucket name (バケット名)] フィールドにka-app-code-<username>と入力します。バケット名に

ユーザー名などのサフィックスを追加して、グローバルに一意にします。[Next] (次へ) を選択しま
す。

4. 設定オプションのステップでは、設定をそのままにし、[次へ] を選択します。
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5. アクセス許可の設定のステップでは、設定をそのままにし、[次へ] を選択します。
6. [バケットを作成] を選択します。
7. Amazon S3 コンソールで、ka-app-code- <username>バケットを選択し、[アップロード] を選択しま

す。
8. ファイルの選択のステップで、[ファイルを追加] を選択します。前のステップで作成した java-

getting-started-1.0.jar ファイルに移動します。[Next] (次へ) を選択します。
9. アクセス許可の設定のステップでは、設定をそのままにします。[Next] (次へ) を選択します。
10. プロパティの設定のステップでは、設定をそのままにします。[Upload] (アップロード) を選択しま

す。

アプリケーションコードが Amazon S3 バケットに保存され、アプリケーションからアクセスできるよう
になります。

Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成して実行する
コンソールまたは AWS CLI を使用して Flink アプリケーション用 Kinesis Data Analytics を作成および実
行できます。

Note

コンソールを使用してアプリケーションを作成する場合は、AWS Identity and Access 
Management (IAM) と Amazon CloudWatch Logs のリソースが作成されます。AWS CLI を使用し
てアプリケーションを作成する場合は、これらのリソースを個別に作成します。

トピック
• アプリケーションの作成と実行 (コンソール) (p. 60)
• アプリケーションの作成と実行 (AWS CLI) (p. 63)

アプリケーションの作成と実行 (コンソール)

以下の手順を実行し、コンソールを使用してアプリケーションを作成、設定、更新、および実行します。

アプリケーションの作成

1. Kinesis コンソール (https://console.aws.amazon.com/kinesis) を開きます。
2. Amazon Kinesis ダッシュボードで、[分析アプリケーションを作成する] を選択します。
3. [Kinesis Analytics - アプリケーションの作成] ページで、次のようにアプリケーションの詳細を指定し

ます。

• [アプリケーション名] にはMyApplicationと入力します。
• [Description (説明)] にMy java test appと入力します。
• [ランタイム] には、[Apache Flink 1.6] を選択します。

4. [アクセス許可] には、[IAM ロールの作成 / 更新kinesis-analytics-MyApplication-us-
west-2] を選択します。

5. [Create application] を選択します。

Note

コンソールを使用して Flink アプリケーション用 Kinesis Data Analytics を作成する場合は、IAM 
ロールとポリシーをアプリケーションが自動的に作成するオプションを選択できます。アプリ

60

https://console.aws.amazon.com/kinesis


Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
ステップ 3: アプリケーションの作成

ケーションではこのロールとポリシーを使用して、依存リソースにアクセスします。これらの 
IAM リソースは、次のようにアプリケーション名とリージョンを使用して命名されます。

• ポリシー: kinesis-analytics-service-MyApplication-us-west-2
• ロール: kinesis-analytics-MyApplication-us-west-2

IAM ポリシーの編集

IAM ポリシーを編集し、Kinesis Data Streams にアクセスするための許可を追加します。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Policies] (ポリシー) を選択します。前のセクションでコンソールによって作成された kinesis-

analytics-service-MyApplication-us-west-2 ポリシーを選択します。
3. [概要] ページで、[ポリシーの編集] を選択します。[JSON] タブを選択します。
4. 次のポリシー例で強調表示されているセクションをポリシーに追加します。サンプルのアカウント ID 

(012345678901) を自分のアカウント ID に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReadCode", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::ka-app-code-username/java-getting-started-1.0.jar" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListCloudwatchLogGroups", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:us-west-2:012345678901:log-group:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListCloudwatchLogStreams", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogStreams" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:us-west-2:012345678901:log-group:/aws/kinesis-analytics/
MyApplication:log-stream:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "PutCloudwatchLogs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:us-west-2:012345678901:log-group:/aws/kinesis-analytics/
MyApplication:log-stream:kinesis-analytics-log-stream" 
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            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ReadInputStream", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kinesis:*", 
            "Resource": "arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678901:stream/
ExampleInputStream" 
        }, 
        { 
            "Sid": "WriteOutputStream", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kinesis:*", 
            "Resource": "arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678901:stream/
ExampleOutputStream" 
        }
    ]
}

アプリケーションの設定

1. MyApplicationページで [設定] を選択します。
2. [Configure application] ページで、[Code location] を次のように指定します。

• [Amazon S3 バケット] で、ka-app-code-<username>と入力します。
• [Amazon S3 オブジェクトへのパス] で、java-getting-started-1.0.jarと入力します。

3. [Access to application resources] の [Access permissions] では、[Create / update IAM rolekinesis-
analytics-MyApplication-us-west-2] を選択します。

4. [Properties] の [Group ID] には、ProducerConfigPropertiesと入力します。
5. 次のアプリケーションのプロパティと値を入力します。

キー 値

flink.inputstream.initpos LATEST

aws:region us-west-2

AggregationEnabled false

6. [Monitoring] の [Monitoring metrics level] が [Application] に設定されていることを確認します。
7. CloudWatch ロギングするには、「有効にする」チェックボックスを選択します。
8. [更新] を選択します。

Note

CloudWatch ログ記録を有効にすることを選択すると、ロググループとログストリームが Kinesis 
Data Analytics によって作成されます。これらのリソースの名前は次のとおりです。

• ロググループ: /aws/kinesis-analytics/MyApplication
• ログストリーム: kinesis-analytics-log-stream

アプリケーションを実行する

1. MyApplicationページで [実行] を選択します。アクションを確認します。
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2. アプリケーションが実行されたら、ページを更新します。コンソールには [Application graph] が示さ
れます。

アプリケーションの停止

MyApplicationページで [停止] を選択します。アクションを確認します。

アプリケーションの更新

コンソールを使用して、アプリケーションのプロパティ、モニタリング設定、アプリケーション JAR の場
所またはファイル名などのアプリケーション設定を更新できます。アプリケーションコードを更新する必
要がある場合は、アプリケーション JAR を Amazon S3 バケットから再ロードすることもできます。

MyApplicationページで [設定] を選択します。アプリケーションの設定を更新し、[更新] を選択します。

アプリケーションの作成と実行 (AWS CLI)
このセクションでは、AWS CLI を使用して、Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成および実行し
ます。Flink アプリケーション用の Kinesis Data Analytics では、kinesisanalyticsv2 AWS CLI コマン
ドを使用して、Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成して操作します。

アクセス許可ポリシーを作成する

まず、2 つのステートメントを含むアクセス許可ポリシーを作成します。1 つは、ソースストリームの
read アクションに対するアクセス許可を付与し、もう 1 つはシンクストリームの write アクションに
対するアクセス許可を付与します。次に、IAM ロール (次のセクションで作成) にポリシーをアタッチしま
す。そのため、Kinesis Data Analytics がこのロールを引き受けると、ソースストリームからの読み取りと
シンクストリームへの書き込みを行うために必要な許可がサービスに付与されます。

次のコードを使用して KAReadSourceStreamWriteSinkStream アクセス許可ポリシーを作成しま
す。username を Amazon S3 バケットの作成に使用したユーザー名に置き換え、アプリケーションコー
ドを保存します。Amazon リソースネーム (ARN) のアカウント ID (012345678901) を自分のアカウント 
ID に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::ka-app-code-username", 
                "arn:aws:s3:::ka-app-code-username/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ReadInputStream", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kinesis:*", 
            "Resource": "arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678901:stream/ExampleInputStream" 
        }, 
        { 
            "Sid": "WriteOutputStream", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kinesis:*", 
            "Resource": "arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678901:stream/ExampleOutputStream" 
        } 
    ]
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}

step-by-step 権限ポリシーを作成する手順については、IAM ユーザーガイドのチュートリアル:はじめての
カスタマーマネージドポリシーの作成とアタッチを参照してください。

Note

その他の AWS サービスにアクセスするには、AWS SDK for Java を使用します。Kinesis Data 
Analytics は、アプリケーションに関連付けられているサービス実行 IAM ロールの認証情報に 
SDK が必要とする認証情報を自動的に設定します。追加の手順は必要ありません。

IAM ロールを作成します。

このセクションでは Kinesis Data Analytics for Flink application がソースストリームを読み取り、シンクス
トリームに書き込むことができる IAM ロールを作成します。

許可なしに Kinesis Data Analytics がストリームにアクセスすることはできません。IAM ロールを介して
これらの許可を付与します。各 IAM ロールには、2 つのポリシーがアタッチされます。信頼ポリシーは、
ロールを引き受ける Kinesis Data Analytics 許可を付与し、ロールを引き受けた後に Kinesis Data Analytics 
が実行できる操作は許可ポリシーによって決定されます。

前のセクションで作成したアクセス許可ポリシーをこのロールにアタッチします。

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)]、[Create Role (ロールの作成)] の順に選択します。
3. [信頼されるエンティティの種類を選択] で、[AWS のサービス] を選択します。[このロールを使用する

サービスを選択] で、[Kinesis Analytics] を選択します。[ユースケースの選択] で、[Kinesis Analytics ] 
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。
4. [アクセス権限ポリシーをアタッチする] ページで、[Next: Review] (次: 確認) を選択します。ロールを

作成した後に、アクセス許可ポリシーをアタッチします。
5. [Create role (ロールの作成)] ページで、ロールの名前に KA-stream-rw-role を入力します。[ロー

ルの作成] を選択します。

これで、KA-stream-rw-role と呼ばれる新しい IAM ロールが作成されます。次に、ロールの信頼
ポリシーとアクセス許可ポリシーを更新します。

6. アクセス許可ポリシーをロールにアタッチします。
Note

この演習では、Kinesis Data Analytics は Kinesis Data Streams (ソース) からのデータの読み
込みと別の Kinesis Data Streams への出力の書き込みの両方に対してこのロールを引き受け
ます。このため、前のステップで作成したポリシー、the section called “アクセス許可ポリ
シーを作成する” (p. 63) をアタッチします。

a. [概要] ページで、[アクセス許可] タブを選択します。
b. [Attach Policies (ポリシーのアタッチ)] を選択します。
c. 検索ボックスにKAReadSourceStreamWriteSinkStream(前のセクションで作成したポリシー) 

と入力します。
d. KAReadInputStreamWriteOutputStream ポリシーを選択し、[ポリシーをアタッチ] を選択しま

す。

これで、アプリケーションがリソースにアクセスするために使用するサービスの実行ロールが作成されま
した。新しいロールの ARN を書き留めておきます。
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step-by-step ロールを作成する手順については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロール (コンソール) の作
成」を参照してください。

Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成する

1. 次の JSON コードを create_request.json という名前のファイルに保存します。サンプル
ロールの ARN を、前に作成したロールの ARN に置き換えます。バケット ARN のサフィックス 
(username) を、前のセクションで選択したサフィックスに置き換えます。サービス実行ロールのサ
ンプルのアカウント ID (012345678901) を、自分のアカウント ID に置き換えます。

{ 
    "ApplicationName": "test", 
    "ApplicationDescription": "my java test app", 
    "RuntimeEnvironment": "FLINK-1_6", 
    "ServiceExecutionRole": "arn:aws:iam::012345678901:role/KA-stream-rw-role", 
    "ApplicationConfiguration": { 
        "ApplicationCodeConfiguration": { 
            "CodeContent": { 
                "S3ContentLocation": { 
                    "BucketARN": "arn:aws:s3:::ka-app-code-username", 
                    "FileKey": "java-getting-started-1.0.jar" 
                } 
            }, 
            "CodeContentType": "ZIPFILE" 
        }, 
        "EnvironmentProperties":  {  
         "PropertyGroups": [  
            {  
               "PropertyGroupId": "ProducerConfigProperties", 
               "PropertyMap" : { 
                    "flink.stream.initpos" : "LATEST", 
                    "aws.region" : "us-west-2", 
                    "AggregationEnabled" : "false" 
               } 
            }, 
            {  
               "PropertyGroupId": "ConsumerConfigProperties", 
               "PropertyMap" : { 
                    "aws.region" : "us-west-2" 
               } 
            } 
         ] 
      } 
    }
}

2. 前述のリクエストを指定して CreateApplication アクションを実行し、アプリケーションを作成
します。

aws kinesisanalyticsv2 create-application --cli-input-json file://create_request.json

これでアプリケーションが作成されました。次のステップでは、アプリケーションを起動します。

アプリケーションの起動

このセクションでは、StartApplication アクションを使用してアプリケーションを起動します。

アプリケーションを起動するには

1. 次の JSON コードを start_request.json という名前のファイルに保存します。
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チュートリアル: を使用するAWSAmazon 
Kinesis Data Streams を使用するLambda

{ 
    "ApplicationName": "test", 
    "RunConfiguration": { 
        "ApplicationRestoreConfiguration": {  
         "ApplicationRestoreType": "RESTORE_FROM_LATEST_SNAPSHOT" 
         } 
    }
}

2. 前述のリクエストを指定して StartApplication アクションを実行し、アプリケーションを起動し
ます。

aws kinesisanalyticsv2 start-application --cli-input-json file://start_request.json

アプリケーションが実行されます。Amazon CloudWatch コンソールで Kinesis Data Analytics メトリクス
をチェックして、アプリケーションが動作していることを確認します。

アプリケーションの停止

このセクションでは、StopApplication アクションを使用してアプリケーションを停止します。

アプリケーションを停止するには

1. 次の JSON コードを stop_request.json という名前のファイルに保存します。

{"ApplicationName": "test"
}

2. 次のリクエストを指定して StopApplication アクションを実行し、アプリケーションを停止しま
す。

aws kinesisanalyticsv2 stop-application --cli-input-json file://stop_request.json

アプリケーションが停止します。

チュートリアル: を使用するAWSAmazon Kinesis 
Data Streams を使用するLambda

このチュートリアルでは、Kinesis データストリームのイベントを処理する Lambda 関数を作成します。
次のシナリオ例では、カスタムアプリケーションによって Kinesis データストリームにレコードを書き込
みます。AWS次に、このデータストリームを Lambda からポーリングし、新しいデータレコードを検出し
たときに Lambda 関数を呼び出します。AWS次に、Lambda 関数の作成時に指定した実行ロールを引き受
けることによって Lambda 関数を実行します。

ステップバイステップの手順については、「」を参照してください。チュートリアル: を使用する
AWSAmazon Kinesis と Lambda。

Note

このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある
程度の知識があることを前提としています。まだ起動していない場合は、「」の指示に従ってく
ださい。の使用開始AWSLambdaで最初の Lambda 関数を作成します。
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AWSストリーミングData Solution

AWSAmazon Kinesis 向けストリーミングデータソ
リューション

-AWSAmazon Kinesis のストリーミングデータソリューションでは、AWSストリーミングデータを簡単に
キャプチャ、保存、処理、配信するために必要なサービス。このソリューションでは、複数を使用するス
トリーミングデータのユースケースを解決するための複数のオプションが用意されています。AWSKinesis 
Data Streams を含むサービスAWS Lambda、Amazon API Gateway、Amazon Kinesis Data Analytics。

各ソリューションには、以下のコンポーネントとサービスが含まれています。

• あるAWS CloudFormation完全な例をデプロイするパッケージ。
• あるCloudWatchアプリケーションメトリックを表示するためのダッシュボード。
• CloudWatch最も関連性の高いアプリケーションメトリックに関するアラーム。
• 必要な IAM ロールとポリシー。

解決策はこちらでご覧いただけます。Amazon Kinesis 向けストリーミングデータソリューション
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データストリーム容量モードの選択

ストリームの作成と管理
Amazon Kinesis Data Streams は、大量のデータをリアルタイムで取り込み、そのデータを永続的に保存
して、消費できるようにします。Kinesis Data Streams によって保存されるデータの単位は、データレ
コードです。データストリームは、データレコードのグループを表します。データストリームのデータレ
コードはシャードに配分されます。

シャードには、ストリーム内のデータレコードのシーケンスです。Kinesis Data Streams の基本スルー
プット単位として機能します。シャードは、オンデマンドモードとプロビジョンド容量モードの両方で、
書き込み  用に 1 MB/秒 と 1,000 レコード/秒、読み取り用に 2 MB/秒をサポートします。シャード制限に
より、予測可能なパフォーマンスが保証され、信頼性の高いデータストリーミングワークフローの設計と
運用が容易になります。

トピック
• データストリーム容量モードの選択 (p. 68)
• AWS マネジメントコンソールを使用したストリームの作成 (p. 71)
• API を使用したストリームの作成 (p. 72)
• ストリームの更新 (p. 73)
• ストリームのリスト (p. 74)
• シャードの一覧表示 (p. 75)
• ストリームを削除する (p. 78)
• ストリームをリシャーディングする (p. 79)
• データ保持期間の変更 (p. 84)
• Amazon Kinesis Data Streams のストリームのタグ付け (p. 84)

データストリーム容量モードの選択
トピック

• データストリーム容量モードとは (p. 68)
• オンデマンドモード (p. 69)
• プロビジョニングモード (p. 70)
• 容量モード間の切り替え (p. 71)

データストリーム容量モードとは
容量モードは、データストリームの容量の管理方法と、データストリームの使用に対する課金方法を決
定します。Amazon Kinesis Data Streams では、データストリームのオンデマンドモードとプロビジョン
ドモードのどちらかを選択できます。

• オンデマンド - オンデマンドモードのデータストリームは、容量計画を必要とせず、1 分あたりの書き
込みおよび読み取りスループットのギガバイトを処理するように自動的にスケーリングされます。オン
デマンドモードでは、Kinesis Data Streams は必要なスループットを提供するために、シャードを自動
的に管理します。

• プロビジョンド - プロビジョンドモードのデータストリームの場合、データストリームのシャードカウ
ントを指定する必要があります。データストリームの総容量は、シャードの容量の合計です。必要に応
じて、データストリームのシャードの数を増減することができます。
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Kinesis Data Streams PutRecord および PutRecords API を使用して、オンデマンドとプロビジョ
ンドの両方の容量モードでデータストリームにデータを書き込むことができます。データを取得す
るために、どちらの容量モードも、GetRecords API を使用するデフォルトのコンシューマーと
SubscribeToShard API を使用する拡張ファンアウト (EFO) のコンシューマーをサポートします。

保持モード、暗号化、モニタリングメトリクスなど、すべての Kinesis Data Streams の機能は、オンデマ
ンドモードとプロビジョンドモードの両方でサポートされています。Kinesis Data Streams は、オンデマ
ンドおよびプロビジョンドの容量モードの両方で、高い耐久性と可用性を提供します。

オンデマンドモード
オンデマンドモードのデータストリームは、容量計画を必要とせず、1 分あたりの 書き込みおよび読み取
り スループットのギガバイトを処理するように自動的にスケーリングされます。オンデマンドモードで
は、サーバー、ストレージ、またはスループットの プロビジョニングや管理が 不要になるため、低レイテ
ンシーで大量のデータを取り込んで保存することが簡単になります。運用上のオーバーヘッドなしで、1 
日あたり数十億ものレコードを取り込むことができます。

オンデマンドモードは、変動性が高く、予測不可能なアプリケーショントラフィックのニーズに対応す
るのに最適です。これらのワークロードをピーク容量にプロビジョニングする必要がなくなり、使用率
が低いため、コストが高くなる可能性があります。オンデマンドモードは、予測不能で変動性の高いトラ
フィックパターンを持つワークロードに適しています。

オンデマンド容量モードでは、データストリームから読み書きされるデータのギガバイトあたりの料金が
発生します。アプリケーションで実行することが予測される読み込みおよび書き込みスループットを指
定する必要はありません。Kinesis Data Streams は、ワークロードが増加または減少するときに、即座に
ワークロードに対応します。詳細については、Amazon Kinesis Data Streams の料金表を参照してくださ
い。

Kinesis Data Streams コンソール、API、または CLI コマンドを使用して、オンデマンドモードで新しい
データストリームを 作成できます。

オンデマンドモードのデータストリームは、過去 30 日間に観測されたピーク書き込みスループットの
最大 2 倍に対応します。データストリームの書き込みスループットが新しいピークに達すると、Kinesis 
Data Streams はデータストリームの容量を自動的にスケーリングします。例えば、データストリームの
書き込みスループットが 10 MB/秒から 40 MB/秒の間で変化する場合、Kinesis Data Streams を使用する
と、以前のピークスループットの 2 倍または 80 MB/秒に簡単にバーストできます。同じデータストリーム
が 50 MB/秒の新しいピークスループットを維持する場合、Kinesis Data Streams は 100 MB/秒の書き込み
スループットを取り込むのに十分な容量を確保します。ただし、15 分以内にトラフィックが以前のピーク
の 2 倍以上に増加すると、書き込みスロットリングが発生する可能性があります。これらのスロットルさ
れたリクエストは再試行する必要があります。

オンデマンドモードのデータストリームの総読み込み容量は、書き込みスループットに比例して増加しま
す。これにより、コンシューマーアプリケーションは、受信データをリアルタイムで処理するための適切
な読み取りスループットを常に確保できます。GetRecords API を使用したデータの読み取りと比較し
て、書き込みスループットは少なくとも 2 倍になります。GetRecord API で 1 つのコンシューマーアプ
リケーションを使用することをお勧めします。これにより、アプリケーションがダウンタイムから回復す
る必要があるときに追いつくのに十分なスペースが確保されます。複数のコンシューマーアプリケーショ
ンを追加する必要があるシナリオでは、Kinesis Data Streams の拡張ファンアウト機能を使用することを
お勧めします。拡張ファンアウトは、SubscribeToShard API を使用して最大 20 のコンシューマーアプ
リケーションをデータストリームに追加することをサポートし、各コンシューマーアプリケーションは専
用のスループットを備えています。

読み取りおよび書き込みスループットの例外処理
オンデマンド容量モード (プロビジョンド容量モードと同じ) では、データストリームにデータを書き込
むために、各レコードでパーティションキーを指定する必要があります。Kinesis Data Streams は、パー
ティションキーを使用して、シャード間でデータを分散します。Kinesis Data Streams は、各シャードの
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トラフィックをモニタリングします。着信トラフィックがシャードあたり 500 KB/秒を超えると、15 分以
内にシャードが分割されます。親シャードのハッシュキー値は、子シャード間で均等に再配分されます。

着信トラフィックが以前のピークの 2 倍を超えると、データがシャード全体に均等に分散されていても、
約 15 分間、読み取りまたは書き込みの例外が発生する可能性があります。すべてのレコードが Kinesis 
Data Streams に適切に保存されるように、このようなリクエストをすべて再試行することをお勧めしま
す。

不均等なデータ分散につながるパーティションキーを使用し、特定のシャードに割り当てられたレコード
がその制限を超えると、読み取りおよび書き込みの例外が発生することがあります。オンデマンドモード
では、単一のパーティションキーがシャードの 1 MB/秒のスループットおよび 1,000 レコード/秒の制限を
超えない限り、データストリームは不均等なデータ分散パターンを処理するように自動的に適応します。

オンデマンドモードでは、トラフィックの増加が検出されると、Kinesis Data Streams はシャードを均等
に分割します。ただし、特定のシャードへの着信トラフィックの上位部分を駆動しているハッシュキー
は検出および分離されません。非常に不均等なパーティションキーを使用している場合は、書き込みの例
外を引き続き受け取る可能性があります。このようなユースケースでは、きめ細かくシャードの分割をサ
ポートするプロビジョンド容量モードを使用することをお勧めします。

プロビジョニングモード
プロビジョンドモードでは、データストリームを作成した後、または UpdateShardCountAPI を使用
して、AWS Management Consoleシャード容量を動的にスケールアップまたはスケールダウンできま
す。Kinesis Data Streams プロデューサーまたはコンシューマーアプリケーションが、ストリームに対し
てデータを書き込んだり、ストリームからデータを読み取ったりしている間に更新を行うことができま
す。

プロビジョンドモードは、予測しやすい容量要件を持つ予測可能なトラフィックに適しています。シャー
ド間でのデータの分散方法をきめ細かく制御したい場合は、プロビジョンドモードを使用できます。

プロビジョンドモードでは、データストリームのシャードカウントを指定する必要があります。プロビ
ジョンドモードでデータストリームのサイズを決定するには、以下の入力値が必要です。

• ストリームに書き込まれるデータレコードの KB 単位での平均サイズ (近似の KB 単位 
(average_data_size_in_KB) まで切り上げられます)。

• 1 秒間にストリームで読み書きされるデータレコードの数 (records_per_second) です。
• ストリームから独立して同時にデータを消費する Kinesis Data Streams アプリケーションであるコン

シューマーの数 (number_of_consumers)。
• KB 単位での受信書き込み帯域幅 

(incoming_write_bandwidth_in_KB)。average_data_size_in_KBを records_per_second
に乗算した値に等しくなります。

• KB 単位の送信読み取り帯域幅 
(outgoing_read_bandwidth_in_KB)。incoming_write_bandwidth_in_KBを
number_of_consumers に乗算した値に等しくなります。

ストリームに必要なシャードの数 (number_of_shards) を計算するには、入力値を以下の式にあてはめ
ます。

number_of_shards = max(incoming_write_bandwidth_in_KiB/1024, 
 outgoing_read_bandwidth_in_KiB/2048)

ピークスループットを処理するようにデータストリームを設定しないと、プロビジョンドモードで読み取
りおよび書き込みのスループットの例外が発生する可能性があります。この場合、データトラフィックに
対応するようにデータストリームを手動でスケーリングする必要があります。
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不均等なデータ分散につながるパーティションキーを使用し、あるシャードに割り当てられたレコードが
その制限を超えると、読み取りおよび書き込みの例外が発生することがあります。プロビジョンドモード
でこの問題を解決するには、このようなシャードを特定し、トラフィックに上手く対応できるように手動
で分割します。詳細については、ストリームのリシャーディングを参照してください。

容量モード間の切り替え
データストリームの容量モードをオンデマンドからプロビジョンド、またはプロビジョンドからオンデマ
ンドに切り替えることができます。AWS アカウントのデータストリームごとに、オンデマンド容量モード
とプロビジョンド容量モードを 24 時間で 2 回切り替えることができます。

データストリームの容量モードを切り替えても、このデータストリームを使用するアプリケーションが中
断することはありません。このデータストリームへの書き込みとデータストリームからの読み取りを続行
できます。オンデマンドからプロビジョンド、またはプロビジョンドからオンデマンドのいずれかで容量
モードを切り替えると、ストリームのステータスは更新中に設定されます。プロパティを再度変更するに
は、データストリームのステータスがアクティブになるのを待つ必要があります。

プロビジョンド容量モードからオンデマンド容量モードに切り替えると、データストリームは最初に移行
前のシャードカウントを保持します。この時点から、Kinesis Data Streams はデータトラフィックをモニ
タリングし、書き込みスループットに応じて、このオンデマンドデータストリームのシャードカウントを
スケーリングします。

オンデマンドモードからプロビジョンドモードに切り替えると、データストリームは最初に移行前の
シャードカウントを保持しますが、この時点から、書き込みスループットに適切に対応するために、この
データストリームのシャードカウントをモニタリングおよび調整する必要があります。

AWS マネジメントコンソールを使用したストリー
ムの作成

Kinesis Data Streams コンソール、Kinesis Data Streams API、または AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用して、ストリームを作成できます。

コンソールを使用してデータストリームを作成するには

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

2. ナビゲーションバーで、リージョンセレクターを展開し、リージョンを選択します。
3. [データストリームの作成] を選択します。
4. [Create Kinesis stream] (Kinesis ストリームの作成) ページで、データストリームの名前を入力

し、[On-demand] (オンデマンド) または[Provisioned] (プロビジョンド) のどちらかの容量モードを
選択します。デフォルトでは、[On-demand] (オンデマンド) モードが選択されます。詳細について
は、データストリーム容量モードの選択 (p. 68)を参照してください。

[On-demand] (オンデマンド) モードの場合、[Create Kinesis stream] (Kinesis ストリームの作成) を
選択して、データストリームを作成することができます。[Provisioned] (プロビジョンド) モードの場
合、必要なシャードの数を指定してから、[Create Kinesis stream] (Kinesis ストリームの作成) を選択
します。

ストリームの作成中、[Kinesis ストリーム] ページのストリームの [ステータス] は、[Creating] になり
ます。ストリームを使用する準備が完了すると、[ステータス] は [Active] に変わります。

5. ストリームの名前を選択します。[ストリームの詳細] ページには、ストリーム設定の概要とモニタリ
ング情報が表示されます。
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Kinesis Data Streams API を使用してストリームを作成するには

• Kinesis Data Streams API を使用したストリームの作成については、API を使用したストリームの作
成 (p. 72)を参照してください。

AWS CLI を使用してストリームを作成するには

• AWS CLI を使用したストリームの作成については、create-stream コマンドを参照してください。

API を使用したストリームの作成
次の手順で Kinesis Data Streams を作成します。

Kinesis Data Streams クライアントの構築
Kinesis Data Streams を使用する前に、クライアントオブジェクトを構築する必要があります。次の Java 
コードは、クライアントビルダーをインスタンス化し、それを使用してリージョン、認証情報、およびク
ライアント設定を指定します。次に、クライアントオブジェクトを構築します。

AmazonKinesisClientBuilder clientBuilder = AmazonKinesisClientBuilder.standard(); 
         
clientBuilder.setRegion(regionName);
clientBuilder.setCredentials(credentialsProvider);
clientBuilder.setClientConfiguration(config); 
         
AmazonKinesis client = clientBuilder.build();

詳細については、の「Kinesis Data Streams リージョンとエンドポイント」を参照してくださいAWS 全般
のリファレンス。

ストリームを作成する
Kinesis Data Streams クライアントを作成したら、使用するストリームを作成できます。この作業
は、Kinesis Data Streams コンソールまたはプログラムから実行できます。プログラムでストリームを作
成するには、CreateStreamRequest オブジェクトをインスタンス化し、ストリームの名前と (プロビ
ジョンドモードを使用するなら) ストリームが使用するシャードの数を指定します。

• オンデマンド:

CreateStreamRequest createStreamRequest = new CreateStreamRequest();
createStreamRequest.setStreamName( myStreamName );

• プロビジョンド:

CreateStreamRequest createStreamRequest = new CreateStreamRequest();
createStreamRequest.setStreamName( myStreamName );
createStreamRequest.setShardCount( myStreamSize );

ストリーム名はストリームを識別するために使用されます。この名前のスコープは、アプリケーションが
使用する AWS アカウントに限定されます。また、リージョンにも限定されます。つまり、2 つの異なる 
AWS アカウント内の 2 つのストリームを同じ名前にすることができ、同じ AWS アカウントで 2 つの異
なるリージョン内の 2 つのストリームを同じ名前にすることもできますが、同じアカウントで、同じリー
ジョン内の 2 つのストリームを同じ名前にすることはできません。
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ストリームのスループットはシャードの数によって決まります。プロビジョンドスループットを高くする
ほど、必要になるシャードの数は増えます。シャードが増えると、ストリームに対して請求される AWS 
のコストも増えます。アプリケーションに適切なシャードの数の計算の詳細については、データストリー
ム容量モードの選択 (p. 68)を参照してください。

createStreamRequest オブジェクトを設定した後、クライアントの createStream メソッドを呼
び出すことで、ストリームを作成します。createStream の呼び出し後、ストリームに対してさらに
オペレーションを実行するには、ストリームが ACTIVE 状態になるまで待機します。ストリームの状
態を確認するには、describeStream メソッドを呼び出します。ただし、ストリームが存在しない場
合、describeStream は例外をスローします。そのために、describeStream の呼び出しは try/
catch ブロックで囲みます。

client.createStream( createStreamRequest );
DescribeStreamRequest describeStreamRequest = new DescribeStreamRequest();
describeStreamRequest.setStreamName( myStreamName );

long startTime = System.currentTimeMillis();
long endTime = startTime + ( 10 * 60 * 1000 );
while ( System.currentTimeMillis() < endTime ) { 
  try { 
    Thread.sleep(20 * 1000); 
  }  
  catch ( Exception e ) {} 
   
  try { 
    DescribeStreamResult describeStreamResponse = 
 client.describeStream( describeStreamRequest ); 
    String streamStatus = describeStreamResponse.getStreamDescription().getStreamStatus(); 
    if ( streamStatus.equals( "ACTIVE" ) ) { 
      break; 
    } 
    // 
    // sleep for one second 
    // 
    try { 
      Thread.sleep( 1000 ); 
    } 
    catch ( Exception e ) {} 
  } 
  catch ( ResourceNotFoundException e ) {}
}
if ( System.currentTimeMillis() >= endTime ) { 
  throw new RuntimeException( "Stream " + myStreamName + " never went active" );
}

ストリームの更新
Kinesis Data Streams コンソール、Kinesis Data Streams API、または AWS CLI を使用して、ストリーム
の詳細を更新できます。

Note

既存のストリーム、または最近作成したストリームに対して、サーバー側の暗号化を有効にする
ことができます。

コンソールを使用してデータストリームを更新するには

1. Amazon Kinesis コンソール (https://console.aws.amazon.com/kinesis/) を開きます。
2. ナビゲーションバーで、リージョンセレクターを展開し、リージョンを選択します。
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3. リストのストリームの名前を選択します。[ストリームの詳細] ページには、ストリーム設定の概要と
モニタリング情報が表示されます。

4. データストリームのオンデマンド容量モードとプロビジョンド容量モードを切り替えるに
は、[Configuratio] (設定) タブの [Edit capacity mode] (容量モードの編集) を選択します。詳細につい
ては、データストリーム容量モードの選択 (p. 68)を参照してください。

Important

AWS アカウントのデータストリームごとに、オンデマンド容量モードとプロビジョンド容量
モードを 24 時間で 2 回切り替えることができます。

5. プロビジョンドモードのデータストリームの場合、シャードの数を編集するには、[Configuration]
(設定) タブの [Edit provisioned shards] (プロビジョニングされたシャードの編集) を選択し、新しい
シャードカウントを入力します。

6. データレコードのサーバー側の暗号化を有効にするには、[サーバー側の暗号化] セクションの [編集] 
を選択します。暗号化のマスターキーとして使用する KMS キーを選択するか、 Kinesis によって管
理されるデフォルトのマスターキー aws/kinesis を使用します。ストリームの暗号化を有効にし、独
自の AWS KMS マスターキーを使用する場合は、プロデューサーおよびコンシューマーアプリケー
ションに、この AWS KMS マスターキーへのアクセス権限があることを確認します。ユーザーが生成
した AWS KMS キーにアクセスするためのアクセス許可をアプリケーションに割り当てるには、the 
section called “ユーザー生成 KMS マスターキーを使用するためのアクセス許可” (p. 226)を参照して
ください。

7. データ保持期間を編集するには、[Data retention period] セクションの [Edit] を選択し、新しいデータ
保持期間を入力します。

8. アカウントでカスタムメトリクスを有効にした場合は、[シャードレベルメトリクスの編集] セクショ
ンの [編集] を選択し、ストリームのメトリクスを指定します。詳細については、the section called 
“CloudWatch でサービスをモニタリングする” (p. 193)を参照してください。

API を使用したストリームの更新
API を使用してストリームの詳細を更新するには、次の方法を参照してください。

• AddTagsToStream
• DecreaseStreamRetentionPeriod
• DisableEnhancedMonitoring
• EnableEnhancedMonitoring
• IncreaseStreamRetentionPeriod
• RemoveTagsFromStream
• StartStreamEncryption
• StopStreamEncryption
• UpdateShardCount

AWS CLI を使用したストリームの更新
AWS CLI を使用したストリームの更新については、Kinesis CLI リファレンスを参照してください。

ストリームのリスト
前のセクションで説明したように、ストリームのスコープは、Kinesis Data Streams クライアントのイン
スタンス化に使用される AWS の認証情報に関連付けられた AWS アカウントに限定されます。また、こ
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のクライアントに指定されたリージョンにも限定されます。AWS アカウントを使用して多数のストリーム
を 1 度にアクティブにできます。ストリームは、Kinesis Data Streams コンソールでリストするか、プロ
グラムによってリストすることができます。このセクションのコードでは、AWS アカウントのすべてのス
トリームをリスト表示する方法を示します。

ListStreamsRequest listStreamsRequest = new ListStreamsRequest();
listStreamsRequest.setLimit(20);  
ListStreamsResult listStreamsResult = client.listStreams(listStreamsRequest);
List<String> streamNames = listStreamsResult.getStreamNames();

このコード例では、最初に ListStreamsRequest の新しいインスタンスを作成し、その setLimit メ
ソッドを呼び出して、最大 20 個のストリームが listStreams の呼び出しごとに返されるように指定し
ています。setLimit の値を指定しない場合は、アカウント内のストリーム数以下のストリームが Kinesis 
Data Streams によって返されます。次に、コードはクライアントの listStreamsRequest メソッドに
listStreams を渡します。listStreams の戻り値は ListStreamsResult オブジェクトに格納され
ます。コードはこのオブジェクトの getStreamNames メソッドを呼び出して、返されたストリームの
名前を streamNames リストに格納します。アカウントとリージョンにこの制限で指定したよりも多く
のストリームがある場合でも、Kinesis Data Streams によって返されるストリームの数が指定した制限
に満たないことがあります。確実にすべてのストリームを取得するには、次のコード例で説明している
getHasMoreStreams メソッドを使用します。

while (listStreamsResult.getHasMoreStreams())  
{ 
    if (streamNames.size() > 0) { 
      listStreamsRequest.setExclusiveStartStreamName(streamNames.get(streamNames.size() - 
 1)); 
    } 
    listStreamsResult = client.listStreams(listStreamsRequest); 
    streamNames.addAll(listStreamsResult.getStreamNames());
}

このコードは、getHasMoreStreams の listStreamsRequest メソッドを呼び出して、listStreams
の最初の呼び出しで返されたストリームの数よりも多いストリームがあるかどうかを確認します。ある
場合、コードは setExclusiveStartStreamName メソッドを呼び出して、listStreams の前の呼び
出しで返された最後のストリームの名前を指定します。setExclusiveStartStreamName メソッドは
listStreams の次の呼び出しをそのストリームの後から開始します。その呼び出しによって返されたス
トリーム名のグループが streamNames リストに追加されます。すべてのストリームの名前がリストに収
集されるまで、この処理を続行します。

listStreams で返されるストリームは以下のいずれかの状態になります。

• CREATING

• ACTIVE

• UPDATING

• DELETING

前のdescribeStreamで示した API を使用したストリームの作成 (p. 72) メソッドを使用して、スト
リームの状態を確認できます。

シャードの一覧表示
データストリームは 1 つ以上のシャードを持つことができます。データストリームからシャードを一覧表
示 (または取得) するには、2 つの方法があります。
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トピック
• ListShards API-推奨 (p. 76)
• DescribeStream API-非推奨 (p. 78)

ListShards API-推奨
データストリームからシャードを一覧表示または取得するのに推奨される方法は、ListShardsAPI を使用す
ることです。次の例では、データストリーム内のシャードを一覧表示する方法を示します。この例で使用
しているメインオペレーションと、このオペレーションで設定できるすべてのパラメータの詳細について
は、を参照してくださいListShards。

import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.ListShardsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.ListShardsResponse;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ShardSample { 

    public static void main(String[] args) { 

        KinesisAsyncClient client = KinesisAsyncClient.builder().build(); 

        ListShardsRequest request = ListShardsRequest 
                .builder().streamName("myFirstStream") 
                .build(); 

        try { 
            ListShardsResponse response = client.listShards(request).get(5000, 
 TimeUnit.MILLISECONDS); 
            System.out.println(response.toString()); 
        } catch (Exception e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 
    }
}

前のコード例を実行するには、次のような POM ファイルを使用できます。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/
maven-4.0.0.xsd"> 
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

    <groupId>kinesis.data.streams.samples</groupId> 
    <artifactId>shards</artifactId> 
    <version>1.0-SNAPSHOT</version> 
    <build> 
        <plugins> 
            <plugin> 
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 
                <configuration> 
                    <source>8</source> 
                    <target>8</target> 
                </configuration> 
            </plugin> 
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        </plugins> 
    </build> 
    <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>kinesis</artifactId> 
            <version>2.0.0</version> 
        </dependency> 
    </dependencies>
</project>

ListShardsAPI では、ShardFilterパラメーターを使用して API の応答をフィルターで除外できます。一
度に 1 つのフィルターしか指定できません。

ListShardsAPIShardFilter を呼び出すときにパラメータを使用する場合、Typeは必須プロパティであ
り、指定する必要があります。AT_TRIM_HORIZON、FROM_TRIM_HORIZON、または AT_LATEST タイプ
を指定する場合は、ShardId または Timestamp のオプションのプロパティを指定する必要はありませ
ん。

AFTER_SHARD_ID タイプを指定する場合は、オプションの ShardId プロパティの値も指定する必要があ
ります。ShardIdこのプロパティは、 ListShards APIExclusiveStartShardId のパラメータと機能が
同じです。ShardId プロパティが指定されている場合、レスポンスには、指定した ShardId の直後に ID 
が続くシャードで始まるシャードが含まれます。

AT_TIMESTAMP または FROM_TIMESTAMP_ID タイプを指定する場合は、オプションの Timestamp プロ
パティの値も指定する必要があります。AT_TIMESTAMP タイプを指定する場合は、指定されたタイムスタ
ンプで開いていたすべてのシャードが返されます。FROM_TIMESTAMP タイプを指定する場合は、TIP に指
定されたタイムスタンプから始まるすべてのシャードが返されます。

Important

DescribeStreamSummary および ListShard API は、データストリームに関する情報を取
得するための、よりスケーラブルな方法を提供します。具体的には、 DescribeStream API の
クォータによってスロットリングが発生する可能性があります。詳細については、「クォータと
制限 (p. 7)」を参照してください。なお、DescribeStream クォータは、AWS アカウント内の
すべてのデータストリームとやり取りするすべてのアプリケーションで共有されます。一方、 
ListShards API のクォータは、単一のデータストリームに固有です。したがって、 ListShards 
API を使用すると TPS が高くなるだけでなく、データストリームを作成するにつれてアクション
のスケーリングが向上します。
API を呼び出すすべてのプロデューサーとコンシューマーを移行して、 DescribeStreamSummary 
代わりにおよび DescribeStream API ListShard を呼び出すことをお勧めします。これらのプロ
デューサーとコンシューマーを特定するには、KPL および KCL のユーザーエージェントが API 
コールでキャプチャされるため、Athena CloudTrail を使用してログを解析することをお勧めしま
す。

SELECT useridentity.sessioncontext.sessionissuer.username,  
useridentity.arn,eventname,useragent, count(*) FROM  
cloudtrail_logs WHERE Eventname IN ('DescribeStream')  AND  
eventtime 
    BETWEEN '' 
        AND ''
GROUP BY  
 useridentity.sessioncontext.sessionissuer.username,useridentity.arn,eventname,useragent
ORDER BY  count(*) DESC LIMIT 100 
                 

また、DescribeStream APIを呼び出す Kinesis Data Streams との AWS Lambda および 
Kinesis Data Firehose 統合を再構成して、統合が代わりに DescribeStreamSummary および
ListShards を呼び出すようにすることもお勧めします。具体的には、AWS Lambda では、イ
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ベントソースマッピングを更新する必要があります。Kinesis Data Firehose の場合、対応する 
IAM 許可を更新して、ListShards IAM 許可を含める必要があります。

DescribeStream API-非推奨
Important

以下の情報は、現
在、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 
DescribeStream 、、、、、、、現在、ListShards API を使用してデータストリームを構成する
シャードを取得することを強くお勧めしています。

describeStream メソッドによって返された応答オブジェクトを使用すると、ストリームを構成する
シャードについて情報を取得できます。シャードを取得するには、このオブジェクトの getShards メ
ソッドを呼び出します。このメソッドは、1 回の呼び出しでストリームからすべてのシャードを返すと
は限りません。以下のコードでは、getHasMoreShards の getStreamDescription メソッドを使用
して、返されなかったシャードがあるかどうかを確認しています。ある場合、つまり、このメソッドが
true を返した場合は、ループ内で getShards の呼び出しを繰り返して、返されたシャードの新しい
バッチをシャードのリストに追加していきます。getHasMoreShards が false を返した場合は、ループ
が終了します。つまり、すべてのシャードが返されたことになります。getShards は 状態のシャードを
返さないことに注意してください。EXPIREDシャードの状態 (EXPIRED 状態など) の詳細については、リ
シャーディング後のデータのルーティング、データの永続化、シャードの状態 (p. 83)を参照してくださ
い。

DescribeStreamRequest describeStreamRequest = new DescribeStreamRequest();
describeStreamRequest.setStreamName( myStreamName );
List<Shard> shards = new ArrayList<>();
String exclusiveStartShardId = null;
do { 
    describeStreamRequest.setExclusiveStartShardId( exclusiveStartShardId ); 
    DescribeStreamResult describeStreamResult = 
 client.describeStream( describeStreamRequest ); 
    shards.addAll( describeStreamResult.getStreamDescription().getShards() ); 
    if (describeStreamResult.getStreamDescription().getHasMoreShards() && shards.size() > 
 0) { 
        exclusiveStartShardId = shards.get(shards.size() - 1).getShardId(); 
    } else { 
        exclusiveStartShardId = null; 
    }
} while ( exclusiveStartShardId != null );

ストリームを削除する
ストリームは Kinesis Data Streams コンソールで削除するか、プログラムによって削除する
ことができます。ストリームをプログラムで削除するには、次のコードに示されているように
DeleteStreamRequest を使用します。

DeleteStreamRequest deleteStreamRequest = new DeleteStreamRequest();
deleteStreamRequest.setStreamName(myStreamName);
client.deleteStream(deleteStreamRequest);

ストリームを削除する前に、そのストリーム上で動作しているアプリケーションをすべてシャットダウン
します。削除したストリームとアプリケーションがやり取りしようとすると、ResourceNotFound 例外
を受け取ります。また、削除前のストリームと同じ名前の新しいストリームを作成した場合、前のスト
リームとやり取りしていたアプリケーションが実行されていると、それらのアプリケーションが前のスト
リームであるかのように新しいストリームとやり取りしようとして、予期しない動作につながることがあ
ります。
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ストリームをリシャーディングする
Important

UpdateShardCountAPI を使用してストリームをリシャーディングできます。それ以外の場合は、
ここで説明したように分割とマージを実行できます。

Amazon Kinesis Data Streams では、リシャーディングがサポートされています。リシャーディングで
は、ストリーム内のシャードの数を調整して、ストリームのデータフロー率の変化に適応させることがで
きます。リシャーディングは高度なオペレーションと見なされます。Kinesis Data Streams を初めて使用
する場合は、Kinesis Data Streams の他のあらゆる機能に詳しくなってから、このトピックをお読みくだ
さい。

リシャーディングには、シャードの分割と結合という 2 種類のオペレーションがあります。シャードの分
割では、1 つのシャードを 2 つシャードに分けます。シャードの結合では、2 つシャードを 1 つのシャー
ドに組み合わせます。リシャーディングは、1 回のオペレーションでシャードに分割できる数と 1 回のオ
ペレーションで結合できるシャードの数が 2 個以下に限られるという意味で、常にペアワイズです。リ
シャーディングオペレーションの対象となるシャードまたはシャードペアは、親シャードと呼ばれます。
リシャーディングオペレーションを実行した結果のシャードまたはシャードペアは、子シャードと呼ばれ
ます。

分割によりストリーム内のシャードの数が増え、したがってストリームのデータ容量は増えます。シャー
ド単位で請求されるため、分割によりストリームのコストが増えます。同様に、マージによってストリー
ム内のシャードの数が減り、それに伴いストリームのデータ容量 (コスト) が減少します。

リシャーディングは、通常、プロデューサー (入力) アプリケーションやコンシューマー (取得) アプリ
ケーションとは別の管理アプリケーションによって実行されます。このような管理アプリケーション
は、Amazon が提供するメトリクス、 CloudWatch またはプロデューサーとコンシューマーから収集さ
れたメトリクスに基づいて、ストリームの全体的なパフォーマンスをモニタリングします。管理アプリ
ケーションには、コンシューマーまたはプロデューサーよりも広範な IAM 許可も必要になります。コ
ンシューマーとプロデューサーは通常、リシャーディングに使用される API にアクセスする必要がない
ためです。Kinesis Data Streams の IAM 許可の詳細については、IAM を使用した Amazon Kinesis Data 
Streams リソースへのアクセスのコントロール (p. 230) を参照してください。

リシャーディングの詳細については、Kinesis Data Streams で開いているシャードの数を変更するにはど
うすればよいですか? を参照してください。

トピック
• リシャーディングのための戦略 (p. 79)
• シャードの分割 (p. 80)
• 2 つのシャードを結合する (p. 81)
• リシャーディング後 (p. 82)

リシャーディングのための戦略
Amazon Kinesis Data Streams におけるリシャーディングの目的は、ストリームをデータの流量の変化に
適応させることです。シャードを分割すると、ストリームの容量 (およびコスト) が増えます。シャードを
結合すると、ストリームのコスト (および容量) が減ります。

リシャーディングへの 1 つのアプローチとして考えられるのは、ストリーム内のすべてのシャードを分割
することです。これにより、ストリームの容量は倍増します。ただし、実際に必要になるよりも多くの容
量が追加されるため、不要なコストが生じる可能性があります。

メトリクスを使用して、シャードがホットであるかコールドであるか、つまり、想定より過多なデータを
受け取っているか、過少なデータを受け取っているかを判断できます。ホットシャードは分割して、それ
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らのハッシュキーに対応した容量を増やすことができます。同様に、コールドシャードは結合して、未使
用の容量をより有効に活用できます。

Kinesis Data Streams が発行する Amazon CloudWatch メトリクスから、ストリームのパフォーマンス
データを取得できます。ただし、ストリームについて独自のメトリックを収集することもできます。1 つ
のアプローチとして考えられるのは、データレコードのパーティションキーによって生成されたハッシュ
キー値をログに記録することです。ストリームにレコードを追加するときにパーティションキーを指定し
ていることを思い出してください。

putRecordRequest.setPartitionKey( String.format( "myPartitionKey" ) );

Kinesis Data Streams では、MD5 を使用してパーティションキーからハッシュキーを計算します。レコー
ドのパーティションキーを指定しているため、MD5 を使用してそのレコードのハッシュキー値を計算し、
ログに記録できます。

また、データレコードが割り当てられているシャードの ID をログに記録することもできます。シャード 
ID は、getShardId メソッドによって返される putRecordResults オブジェクトおよび putRecords
メソッドによって返される putRecordResult オブジェクトの putRecord メソッドを使用することに
よって利用できます。

String shardId = putRecordResult.getShardId();

シャード ID とハッシュキー値を使用すると、最も多いまたは少ないトラフィックを受け取っているシャー
ドとハッシュキーを特定できます。その後、リシャーディングによりこれらのハッシュキーに対応した容
量を増やすか減らすことができます。

シャードの分割
Amazon Kinesis Data Streams のシャードを分割するには、親シャードのハッシュキー値を子シャードに
再配分する方法を指定する必要があります。データレコードをストリームに追加すると、レコードはハッ
シュキー値に基づいてシャードに割り当てられます。ハッシュキー値は、ストリームに追加するデータレ
コードに指定するパーティションキーの MD5 ハッシュです。パーティションキーが同じデータレコード
はハッシュキー値も同じです。

指定したシャードに使用可能なハッシュキー値は、順序付けられた連続する正の整数で構成されます。
ハッシュキーの一連の値は以下の式を使用して導き出します。

shard.getHashKeyRange().getStartingHashKey();
shard.getHashKeyRange().getEndingHashKey();

シャードを分割するときは、この一連の値を指定します。そのハッシュキー値とそれより上位のすべての
ハッシュキー値は、いずれかの子シャードの配分されます。それより下位のすべてのハッシュキー値は、
その他の子のシャードに配分されます。

以下のコードでは、子シャード間でハッシュキーを均等に再配分し、親シャードを半分に分割する基本的
なシャード分割オペレーションを示します。これは、親シャードを分割する方法の 1 つに過ぎません。た
とえば、親シャードの下位 1/3 のキーを 1 つの子シャードに配分し、上位 2/3 のキーをその他の子シャー
ドに配分して、シャードを分割することもできます。ただし、多くアプリケーションに効果的なのは、
シャードを半分に分割することです。

以下のコードでは、myStreamName にストリームの名前が格納され、オブジェクト変数 shard に分割す
るシャードが格納されるとします。新しい splitShardRequest オブジェクトをインスタンス化し、ス
トリーム名とシャード ID を設定することから始めます。

SplitShardRequest splitShardRequest = new SplitShardRequest();
splitShardRequest.setStreamName(myStreamName);
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splitShardRequest.setShardToSplit(shard.getShardId());

シャード内の最小値と最大値の中間にあるハッシュキー値を決定します。これは、子シャード
の開始ハッシュキー値になり、親シャードのハッシュキーの上位半分が含まれます。この値を
setNewStartingHashKey メソッドで指定します。この値だけを指定する必要があります。この値より
下位のハッシュキーは、分割によって作成されたその他の子シャードに、Kinesis Data Streams によって
自動的に配分されます。最後のステップとして、Kinesis Data Streams クライアントで splitShard メ
ソッドを呼び出します。

BigInteger startingHashKey = new BigInteger(shard.getHashKeyRange().getStartingHashKey());
BigInteger endingHashKey   = new BigInteger(shard.getHashKeyRange().getEndingHashKey());
String newStartingHashKey  = startingHashKey.add(endingHashKey).divide(new 
 BigInteger("2")).toString();

splitShardRequest.setNewStartingHashKey(newStartingHashKey);
client.splitShard(splitShardRequest);

この方法の後の最初の手順は、ストリームが再度アクティブになるまで待機する (p. 82)に示されていま
す。

2 つのシャードを結合する
シャードの結合オペレーションは、指定した 2 つのシャードを取得し、1 つシャードに組み合わせます。
結合後、1 つの子シャードは 2 つの親シャードのすべてのハッシュキー値のデータを受け取ります。

シャードの隣接

2 つのシャードを結合するには、シャードが隣接している必要があります。2 つのシャードのハッシュ
キー範囲が途切れておらず連続している場合、2 つのシャードは隣接していると考えられます。たとえ
ば、2 つのシャードがあり、1 つのハッシュキー範囲が 276〜381、もう 1 つのハッシュキー範囲が 382〜
454 であるとします。この 2 つのシャードは 1 つのシャードに結合可能であり、結合した場合のハッシュ
キー範囲は 276〜454 となります。

別の例として 2 つのシャードがあり、1 つのハッシュキー範囲が 276〜381、もう 1 つのハッシュキー範
囲が 455〜560 であるとします。この 2 つのシャードは結合できません。これらの間に 1 つ以上のシャー
ド (ハッシュキー範囲が 382〜454) が介在している可能性があります。

ストリーム内のすべての OPEN シャードのセットは、グループとして、常に MD5 ハッシュキー値の範囲
全体にまたがります。CLOSED など、シャード状態の詳細については、リシャーディング後のデータの
ルーティング、データの永続化、シャードの状態 (p. 83) を参照してください。

結合候補になるシャードを特定するには、CLOSED 状態にあるすべてのシャードを除外する必要がありま
す。OPEN であり、CLOSED ではないシャードには、null の終了シーケンス番号があります。以下のコー
ドを使用してシャードの終了シーケンス番号をテストできます。

if( null == shard.getSequenceNumberRange().getEndingSequenceNumber() )  
{ 
  // Shard is OPEN, so it is a possible candidate to be merged.
}

CLOSED 状態のシャードを除外した後、各シャードでサポートされている最大ハッシュキー値で、残りの
シャードを並べ替えます。以下のコード使用してこの値を取得できます。

shard.getHashKeyRange().getEndingHashKey();

このフィルタリングして並び替えたリストで 2 つシャードが隣接している場合、それらのシャードは結合
できます。
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結合オペレーションのコード

以下のコードでは、2 つシャードを結合しています。myStreamName には、ストリームの名前が格納さ
れ、オブジェクト変数 shard1 と shard2 には、結合する 2 つの隣接するシャードが格納されるとしま
す。

結合オペレーションの場合、新しい mergeShardsRequest オブジェクトをインスタンス化することか
ら始めます。setStreamName メソッドでストリーム名を指定します。次に、setShardToMerge と
setAdjacentShardToMerge のメソッドを使用して、結合する 2 つのシャードを指定します。最後
に、Kinesis Data Streams クライアントで mergeShards メソッドを呼び出して、このオペレーションを
実行します。

MergeShardsRequest mergeShardsRequest = new MergeShardsRequest();
mergeShardsRequest.setStreamName(myStreamName);
mergeShardsRequest.setShardToMerge(shard1.getShardId());
mergeShardsRequest.setAdjacentShardToMerge(shard2.getShardId());
client.mergeShards(mergeShardsRequest);

この方法の後の最初の手順は、ストリームが再度アクティブになるまで待機する (p. 82)に示されていま
す。

リシャーディング後
Amazon Kinesis Data Streams でリシャーディングの手順が終了し、通常のレコード処理を再開する前に
必要な手順や検討事項があります。以下のセクションでは、これらについて説明します。

トピック
• ストリームが再度アクティブになるまで待機する (p. 82)
• リシャーディング後のデータのルーティング、データの永続化、シャードの状態 (p. 83)

ストリームが再度アクティブになるまで待機する
リシャーディングオペレーションとして splitShard または mergeShards のいずれかを呼び出した
後、ストリームが再びアクティブになるまで待機する必要があります。使用するコードは、ストリームの
作成 (p. 72)後にストリームがアクティブになるまで待機する場合のものと同じです。コードは次のとお
りです。

DescribeStreamRequest describeStreamRequest = new DescribeStreamRequest();
describeStreamRequest.setStreamName( myStreamName );

long startTime = System.currentTimeMillis();
long endTime = startTime + ( 10 * 60 * 1000 );
while ( System.currentTimeMillis() < endTime )  
{ 
  try { 
    Thread.sleep(20 * 1000); 
  }  
  catch ( Exception e ) {} 
   
  try { 
    DescribeStreamResult describeStreamResponse = 
 client.describeStream( describeStreamRequest ); 
    String streamStatus = describeStreamResponse.getStreamDescription().getStreamStatus(); 
    if ( streamStatus.equals( "ACTIVE" ) ) { 
      break; 
    } 
   // 
    // sleep for one second 
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    // 
    try { 
      Thread.sleep( 1000 ); 
    } 
    catch ( Exception e ) {} 
  } 
  catch ( ResourceNotFoundException e ) {}
}
if ( System.currentTimeMillis() >= endTime )  
{ 
  throw new RuntimeException( "Stream " + myStreamName + " never went active" );
}

リシャーディング後のデータのルーティング、データの永続化、
シャードの状態
Kinesis Data Streams はリアルタイムのデータストリーミングサービスです。つまりアプリケーションで
は、データがストリーム内のシャードに連続的に流れていることが前提になります。リシャーディングす
ると、親シャードに流れていたデータレコードは、データレコードのパーティションキーがマッピングさ
れるハッシュキー値に基づいて、子シャードに流れるように再ルーティングされます。ただし、リシャー
ディング前に親シャードにあったデータレコードはすべて、それらのシャードに残ります。つまり、リ
シャーディング後に親シャードが失われることはありません。それらのシャードはリシャーディング前
に格納されていたデータと共に保持されます。親シャードのデータレコードには、Kinesis Data Streams 
API の getShardIterator および getRecords (p. 161) オペレーションを使用するか、Kinesis Client 
Library を介してアクセスできます。

Note

データレコードは、現在の保持期間にストリームを追加した時間からアクセスできます。これ
は、その期間内のストリームのシャードの変更に関係なく当てはまります。ストリームの保持期
間の詳細については、データ保持期間の変更 (p. 84)を参照してください。

リシャーディングの過程で、親シャードは OPEN 状態から CLOSED 状態に、さらに EXPIRED 状態へと移
行します。

• OPEN: リシャーディングオペレーションに先立って、親シャードは OPEN 状態にあります。つまり、
データレコードはシャードに追加したり、シャードから取得したりできます。

• CLOSED: リシャーディングオペレーション後に、親シャードは CLOSED 状態に移行します。つまり、
データレコードはシャードに追加されなくなります。このシャードに追加されることになっていたデー
タレコードは、子シャードに追加されるようになります。ただし、データレコードは引き続き、制限さ
れた時間内にシャードから取得できます。

• EXPIRED: ストリーム保持期間の有効期限が切れると、親シャードのすべてのデータレコードが期
限切れとなり、アクセスできなくなります。この時点で、シャード自体は EXPIRED 状態に移行しま
す。getStreamDescription().getShards を呼び出してストリーム内のシャードを列挙しても、返
されるシャードのリストには 状態のシャードは含まれません。EXPIREDストリームの保持期間の詳細に
ついては、データ保持期間の変更 (p. 84)を参照してください。

リシャーディング後、ストリームが再び ACTIVE 状態になるとすぐに、子シャードからのデータの読み
取りを開始できます。ただし、リシャーディング後に残った親シャードには、リシャーディング前にス
トリームに追加されてまだ読み取られていないデータがそのまま格納されている可能性があります。親
シャードからすべてのデータを読み取る前に、子シャードからデータを読み取った場合は、特定のハッ
シュキーが原因で、読み取ったデータがデータレコードのシーケンス番号に基づいた順序に並ばない可能
性があります。したがって、データの順序が重要である場合は、リシャーディング後そのデータを使い切
るまで、親シャードからのデータの読み取りを続行する必要があります。子シャードからのデータの読み
取りは必ずその後で開始してください。getRecordsResult.getNextShardIterator が を返した場
合は、親シャード内のすべてのデータを読み取ったということです。nullKinesis Client Library を使用し
てデータを読み取る場合は、リシャーディング後でも正しい順序でデータを受け取ることができます。
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データ保持期間の変更
Amazon Kinesis Data Streams は、データストリームのデータレコードの保持期間の変更をサポートし
ています。Kinesis data stream はデータレコードの順序付けられたシーケンスで、リアルタイムで書き
込みと読み取りができることが前提となっています。したがって、データレコードはシャードに一時的
に保存されます。レコードが追加されてからアクセスできなくなるまでの期間は、保持期間と呼ばれま
す。Kinesis data stream は、デフォルトでは 24 時間レコードを保持し、最大値は 8,760 時間 (365 日) で
す。

保持期間は、Kinesis Data Streams IncreaseStreamRetentionPeriodDecreaseStreamRetentionPeriodコン
ソールまたはおよび操作を使用して更新できます。Kinesis Data Streams コンソールでは、複数のデータ
ストリームの保持期間を同時に一括編集できます。IncreaseStreamRetentionPeriodオペレーションまたは 
Kinesis Data Streams コンソールを使用して、保持期間を最大 8760 時間 (365 日) まで増やすことができ
ます。DecreaseStreamRetentionPeriodオペレーションまたは Kinesis Data Streams コンソールを使用し
て、保持期間を最短 24 時間まで減らすことができます。両方のオペレーションに対するリクエスト構文
には、時間にストリーム名と保存期間が含まれます。最後に、DescribeStream オペレーションを呼び出す
ことで、ストリームの現在の保持期間を確認できます。

AWS CLI を使用して保持期間を変更する例を以下に示します。

aws kinesis increase-stream-retention-period --stream-name retentionPeriodDemo --retention-
period-hours 72

Kinesis Data Streams は、数分間延長した保持期間内で古い保持期間のアクセス停止を解除することがで
きます。たとえば、保持期間を 24 時間から 48 時間に変更すると、23 時間 55 分前にストリームに追加さ
れたレコードは、さらに 24 時間後まで使用できます。

Kinesis Data Streams は、保持期間が短縮されると、新しい保持期間よりも古いレコードをほぼ即座にア
クセス不能にします。そのため、DecreaseStreamRetentionPeriod オペレーションを呼び出すときは、細
心の注意が必要です。

問題が発生した場合は、期限が切れる前にデータを読めるように保持期間を設定します。レコード処理ロ
ジックの問題または長期間にわたるダウンストリームの依存関係など、あらゆる可能性を慎重に検討して
ください。データコンシューマーの回復時間に余裕が出るように、保持期間は慎重に設定します。保持期
間 API オペレーションでは、この期間を事前に設定したり、オペレーションイベントにリアクティブに対
応したりできます。

24 時間を超える保持期間を設定されたストリームに追加料金が適用されます。詳細については、Amazon 
Kinesis Data Streams の料金表を参照してください。

Amazon Kinesis Data Streams のストリームのタグ
付け

Amazon Kinesis Data Streams で作成したストリームに、独自のメタデータを割り当てることができま
す。タグ。タグは、ストリームに対して定義するキーと値のペアです。タグの使用は、AWS リソースの管
理やデータ (請求データなど) の整理を行うシンプルかつ強力な方法です。

目次
• タグの基本 (p. 85)
• タグ付けを使用したコストの追跡 (p. 85)
• タグの制限 (p. 85)
• Kinesis Data Streams コンソールを使用したストリームのタグ付け (p. 86)
• AWS CLI を使用したストリームのタグ付け (p. 86)
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• Kinesis Data Streams API を使用したストリームのタグ付け (p. 87)

タグの基本
Kinesis Data Streams コンソールを使用します。AWS CLIまたは Kinesis Data Streams API を使用して以
下のタスクを実行します。

• ストリームにタグを追加する
• ストリームのタグを一覧表示する
• ストリームからタグを削除する

タグを使用すると、ストリームを分類できます。たとえば、目的、所有者、環境などに基づいてストリー
ムを分類できます。タグごとにキーと値を定義するため、特定のニーズを満たすためのカテゴリのカスタ
ムセットを作成できます。たとえば、所有者と、関連するアプリケーションに基づいてストリームを追跡
するのに役立つタグのセットを定義できます。次にいくつかのタグの例を示します。

• プロジェクト: Project name
• 所有者: [Name] (名前)
• 目的: 負荷テスト
• アプリケーション: アプリケーション名
• [環境]: 本番稼働用

タグ付けを使用したコストの追跡
タグを使用して、AWS コストを分類して追跡できます。にタグを適用するとAWSストリームを含むリ
ソース、AWSのコスト配分レポートに、タグ別に集計された使用状況とコストが表示されます。自社のカ
テゴリ (たとえばコストセンター、アプリケーション名、所有者) を表すタグを適用すると、複数のサービ
スにわたってコストを分類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
配分タグを使用したカスタム請求レポート」を参照してください。

タグの制限
タグには次の制限があります。

基本制限

• リソース (ストリーム) あたりのタグの最大数は 50 です。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• 削除されたストリームのタグを変更または編集することはできません。

タグキーの制限

• 各タグキーは一意である必要があります。既に使用されているキーを含むタグを追加すると、新しいタ
グで、既存のキーと値のペアが上書きされます。

• このプレフィックスは AWS で使用するために予約されているため、aws: でタグキーを開始することは
できません。AWS は、ユーザーに代わってこのプレフィックスで始まるタグを作成しますが、編集や削
除はできません。

• タグキーの長さは 1～128 文字（Unicode）にする必要があります。
• タグキーは、次の文字で構成する必要があります。Unicode 文字、数字、空白、特殊文字 ()。_ . / = 
+ - @。
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を使用したストリームのタグ付け

タグ値の制限

• タグ値の長さは 0～255 文字（Unicode）にする必要があります。
• タグ値は空白にすることができます。それ以外の場合は、次の文字で構成する必要がありま

す。Unicode 文字、数字、空白、特殊文字 ()。_ . / = + - @。

Kinesis Data Streams コンソールを使用したストリー
ムのタグ付け
Kinesis Data Streams コンソールを使用してタグの追加、一覧表示、および削除を行うことができます。

ストリームのタグを表示するには

1. Kinesis Data Streams コンソールを開きます。ナビゲーションバーで、リージョンセレクターを展開
し、リージョンを選択します。

2. [ストリームリスト] ページで、ストリームを選択します。
3. [ストリームの詳細] ページで、[タグ] タブをクリックします。

ストリームにタグを追加するには

1. Kinesis Data Streams コンソールを開きます。ナビゲーションバーで、リージョンセレクターを展開
し、リージョンを選択します。

2. [ストリームリスト] ページで、ストリームを選択します。
3. [ストリームの詳細] ページで、[タグ] タブをクリックします。
4. [キー] フィールドにタグキーを指定し、オプションとして [値] フィールドにタグ値を指定した後で、

[タグの追加] をクリックします。

[タグの追加] ボタンが有効でない場合は、指定したタグキーまたはタグ値のいずれかがタグの制限を
満たしていません。詳細については、「」を参照してくださいタグの制限 (p. 85)

5. [タグ] タブのリストに新しいタグを表示するには、更新アイコンをクリックします。

ストリームからタグを削除するには

1. Kinesis Data Streams コンソールを開きます。ナビゲーションバーで、リージョンセレクターを展開
し、リージョンを選択します。

2. [Stream List] ページで、ストリームを選択します。
3. [ストリームの詳細] ページで、[タグ] タブをクリックし、タグの [削除] アイコンをクリックします。
4. [タグの削除] ダイアログボックスで、[はい、削除する] をクリックします。

AWS CLI を使用したストリームのタグ付け
AWS CLI を使用してタグの追加、一覧表示、および削除を行うことができます 例については、次のド
キュメントを参照してください。

add-tags-toストリーム

指定したストリームのタグを追加または更新します。
list-tags-forストリーム

指定したストリームのタグを一覧表示します。
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remove-tags-fromストリーム

指定したストリームからタグを削除します。

Kinesis Data Streams API を使用したストリームのタ
グ付け
Kinesis Data Streams API を使用してタグの追加、一覧表示、および削除を行うことができます。例につ
いては、次のドキュメントを参照してください。

AddTagsToStream

指定したストリームのタグを追加または更新します。
ListTagsForStream

指定したストリームのタグを一覧表示します。
RemoveTagsFromStream

指定したストリームからタグを削除します。
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Amazon Kinesis Data Streams への
データの書き込み

プロデューサーは、Amazon Kinesis Data Streams にデータを書き込むアプリケーションです。Kinesis 
Data Streams のプロデューサーは、AWS SDK for Java および Kinesis Producer Library を使用して構築で
きます。

Kinesis Data Streams を初めて利用する場合は、Amazon Kinesis Data Streams とは (p. 1)およびAmazon 
Kinesis Data Streams の開始方法 (p. 15)で説明されている概念と用語について理解することから始めてく
ださい。

Important

Kinesis Data Streams は、データストリームのデータレコードの保持期間の変更をサポートして
います。詳細については、データ保持期間の変更 (p. 84)を参照してください。

ストリームにデータを送信するには、ストリームの名前、パーティションキー、ストリームに追加する
データ BLOB を指定する必要があります。パーティションキーは、データレコードが追加されるストリー
ム内のシャードを決定するために使用されます。

シャード内のすべてのデータは、そのシャードを処理する同じワーカーに送信されます。使用するパー
ティションキーはアプリケーションのロジックによって異なります。パーティションキーの数は、通常、
シャードカウントよりかなり大きくする必要があります。これは、データレコードを特定のシャードに
マッピングする方法を決定するために、パーティションキーが使用されるからです。十分なパーティショ
ンキーがある場合、ストリーム内のシャードに均等にデータを分散することができます。

内容
• Amazon Kinesis Producer Library を使用したプロデューサーの開発 (p. 88)
• で Amazon Kinesis Data Streams API を使用したプロデューサーの開発AWS SDK for Java (p. 100)
• Kinesis エージェントを使用した Amazon Kinesis Data Streams への書き込み (p. 105)
• Kinesis Data StreamsAWS 使用 (p. 113)
• サードパーティー統合と使用されているサードパーティー統合 (p. 116)
• Amazon Kinesis Data Streams プロデューサーのトラブルシューティング (p. 117)
• Kinesis Data Streams プロデューサー向けの高度なトピック (p. 119)

Amazon Kinesis Producer Library を使用したプロ
デューサーの開発

Amazon Kinesis Data Streams プロデューサーは、ユーザーデータレコードを Kinesis data stream に配置
する (データの取り込みとも呼ばれます) アプリケーションです。Kinesis Producer Library (KPL) を使用す
ると、プロデューサーアプリケーションの開発が簡素化され、デベロッパーは Kinesis Data Streams に対
する優れた書き込みスループットを実現できます。

Amazon で KPPPをモニタリングできます CloudWatch。詳細については、「Amazon CloudWatch を使用
した Kinesis Client Library のモニタリング (p. 218)」を参照してください。

目次

88



Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
KPL の役割

• KPL の役割 (p. 89)
• KPL を使用するメリット (p. 89)
• KPL の使用が適さない場合 (p. 90)
• KPL のインストール (p. 90)
• Kinesis Producer Library の Amazon Trust Services (ATS) 証明書への移行 (p. 91)
• KPL でサポートされるプラットフォーム (p. 91)
• KPL の主要な概念 (p. 92)
• KPL とプロデューサーコードの統合 (p. 93)
• KPL を使用した Kinesis Data Stream への書き込み  (p. 94)
• Kinesis Producer Library の設定 (p. 96)
• コンシューマーの集約解除 (p. 96)
• Amazon Kinesis Data Firehose で KPL を使用する (p. 99)
• AWS Glue スキーマレジストリでの KPL の使用 (p. 99)
• KPL プロキシ設定 (p. 99)

Note

最新の KPL バージョンにアップグレードすることをお勧めします。KPL は、最新の依存関係やセ
キュリティパッチ、バグ修正、下位互換性のある新機能を含む新しいリリースで定期的に更新さ
れます。詳細については、https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-producer /releases/ を参照
してください。

KPL の役割
KPL easy-to-use は高度な設定可能ライブラリで、Kinesis Data Streams への書き込みに役立つ、高度な設
定可能ライブラリです。これは、プロデューサーアプリケーションのコードと Kinesis Data Streams API 
アクション間の仲介として機能します。KPL は次の主要なタスクを実行します。

• 自動的で設定可能な再試行メカニズムにより 1 つ以上の Kinesis Data Streams へ書き込む
• レコードを収集し、PutRecords を使用して、リクエストごとに複数シャードへ複数レコードを書き込

む
• ユーザーレコードを集約し、ペイロードサイズを増加させ、スループットを改善する
• コンシューマーで Kinesis Client Library (KCL) とシームレスに統合して、バッチ処理されたレコードを

集約解除する
• Amazon CloudWatch メトリクスをユーザーに代わって送信し、プロデューサーのパフォーマンスを確

認可能にする

KPL は AWS SDK で使用できる Kinesis Data Streams API とは異なることに注意してください。Kinesis 
Data Streams API では Kinesis Data Streams の多くの機能 (ストリームの作成、リシャーディング、レ
コードの入力と取得など) を管理できます。KPL はデータの取り込みに特化した抽象化レイヤーを提供し
ます。Kinesis Data Streams API の詳細については、Amazon Kinesis API リファレンスを参照してくださ
い。

KPL を使用するメリット
Kinesis Data Streams プロデューサーの開発に KPL を使用する主な利点を以下に示します。

KPL は、同期または非同期のユースケースで使用できます。同期動作を使用する特別な理由がないかぎ
り、非同期インターフェイスの優れたパフォーマンスを使用することを推奨します。これら 2 つのユース
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ケースの詳細とコード例については、KPL を使用した Kinesis Data Stream への書き込み  (p. 94)を参
照してください。

パフォーマンスのメリット

KPL は、高性能のプロデューサーの構築に役立ちます。Amazon EC2 インスタンスをプロキシとして
使用し、100 バイトのイベントを数百または数千の低電力デバイスから収集して、レコードを Kinesis 
Data Streams に書き込む場合を考えてみます。これらの EC2 インスタンスはそれぞれ、毎秒数千イ
ベントをデータストリームに書き込む必要があります。必要なスループットを実現するには、お客
様の側で、再試行ロジックとレコード集約解除に加え、バッチ処理やマルチスレッドなどの複雑なロ
ジックをプロデューサーに実装する必要があります。KPL が、これらのタスクをすべて実行します。

コンシューマー側の使いやすさ

コンシューマー側のデベロッパーが Java で KCL を使用する場合、追加作業なしで KPL が統合され
ます。KCL で、複数の KPL ユーザーレコードで構成されている集約された Kinesis Data Streams レ
コードを取得するときは、自動的に KPL が呼び出され、個々のユーザーレコードが抽出され、ユー
ザーに返されます。

KCL を使用せずに API オペレーション GetRecords を直接使用するコンシューマー側のデベロッ
パーの場合、KPL Java ライブラリを使用して個々のユーザーレコードを抽出して、これらのレコード
をユーザーに返すことができます。

プロデューサーのモニタリング

Amazon と KPL を使用して、Kinesis Data Streams プロデューサーを収集 CloudWatch 、モニタリン
グ、分析できます。KPL は、スループット、エラー、 CloudWatch およびその他のメトリクスをユー
ザーに代わって送信し、ストリーム、シャード、またはプロデューサーレベルでモニタリングするよ
うに設定できます。

非同期アーキテクチャ

KPL は、レコードを Kinesis Data Streams に送信する前にそれらのレコードをバッファ処理する場合
があるため、実行を続行する前にレコードがサーバーに到着したことを確認するために、発信者アプ
リケーションを強制的にブロックし待機させることはしません。レコードを KPL に配置する呼び出し
は、必ずすぐに処理が戻り、レコードの送信やサーバーからの応答の受信を待ちません。代わりに、
レコードを Kinesis Data Streams に送信した結果を後で受信するための Future オブジェクトが作成
されます。これは、 AWS SDK の非同期クライアントと同じ動作です。

KPL の使用が適さない場合
KPL では、ライブラリ内で最大 RecordMaxBufferedTime まで追加の処理遅延が生じる場合がありま
す (ユーザーが設定可能)。RecordMaxBufferedTime の値が大きいほど、パッキング効率とパフォーマ
ンスが向上します。この追加的な遅延を許容できないアプリケーションは、AWS SDK を直接使用する
ことが必要になる場合があります。Kinesis Data Streams での AWS SDK の使用の詳細については、で 
Amazon Kinesis Data Streams API を使用したプロデューサーの開発AWS SDK for Java (p. 100)を参照
してください。RecordMaxBufferedTime やその他のユーザー設定可能な KPLのプロパティの詳細につ
いては、Kinesis Producer Library の設定 (p. 96)を参照してください。

KPL のインストール
Amazon では、macOS、Windows、最新の Linux ディストリビューション向けに C++ Kinesis Producer 
Library (KPL) のビルド済みバイナリを提供しています (サポートされているプラッフォームの詳細につ
いては、次のセクションを参照してください)。これらのバイナリは、Java の .jar ファイルの一部として
パッケージ化されており、Maven を使用してパッケージをインストールする場合、自動的に呼び出され、
使用されます。KPL と KCL の最新バージョンを確認するには、次の Maven 検索リンクをご利用くださ
い。
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• KPL
• KCL

Linux のバイナリは、GNU コンパイラコレクション (GCC) でコンパイルされ、Linux の libstdc++ に静的
にリンクされています。これらのバイナリは、glibc バージョン 2.5 以降を含むすべての 64 ビット Linux 
ディストリビューションで動作することが推定されています。

以前のバージョンの Linux ディストリビューションのユーザーは、ソースとともに提供されるビルド手順
で KPL をビルドできます GitHub。KPL をからダウンロードするには GitHub、Kinesis Producer Library を
参照してください。

Kinesis Producer Library の Amazon Trust Services 
(ATS) 証明書への移行
2018 年 2 月 9 日の午前 9:00 (太平洋標準時) に、Amazon Kinesis Data Streams は ATS 証明書をインス
トールしました。Kinesis Producer Library (KPL) を使用して、Kinesis Data Streams にレコードを継続し
て書き込むには、KPL のインストールをバージョン 0.12.6 以降にアップグレードする必要があります。こ
の変更はすべての AWS リージョンに影響があります。

ATS への移行の詳細については、独自の認証機関への AWS の移行の準備方法を参照してください。

問題が発生し、技術サポートが必要な場合は、AWS サポートセンターでサポートケースを作成してくださ
い。

KPL でサポートされるプラットフォーム
Kinesis Producer Library (KPL) は、C++ で書かれており、メインユーザープロセスの子プロセスとして実
行されます。プリコンパイルされている 64 ビットのネイティブバイナリは、Java ベースにバンドルされ
ており、Java wrapper によって管理されます。

次のオペレーティングシステムでは、追加ライブラリをインストールすることなく Java のパッケージを
実行できます。

• カーネルバージョン 2.6.18 (2006 年 9 月) の Linux ディストリビューション以降
• Apple OS X 10.9 以降
• Windows Server 2008 以降

Important

Windows Server 2008 以降は、バージョン 0.14.0 までのすべての KPL バージョンでサポート
されています。
Windows プラットフォームは、KPL バージョン 0.14.0 以降ではサポートされていません。

KPL は、64 ビット版のみであることに注意してください。

ソースコード
KPL のインストールで提供されるバイナリがお客様の環境に適さない場合は、KPL のコアが C++ のモ
ジュールとして書き込まれます。C++ モジュールと Java インターフェイスのソースコードは、Amazon 
パブリックライセンスの下で公開され、Kinesis Producer Library GitHub  で入手できます。KPL は、
最近の規格に準拠した C++ コンパイラと JRE を使用できるすべてのプラットフォームで使用できます
が、Amazon では、サポートされるプラットフォームの一覧にないプラットフォームを正式にはサポート
しません。
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KPL の主要な概念
以下のセクションでは、Kinesis Producer Library (KPL) を理解し、その利点を引き出すために必要な概念
と用語について説明します。

トピック
• レコード (p. 92)
• バッチ処理 (p. 92)
• 集約 (p. 92)
• 収集 (p. 93)

レコード
このガイドでは、KPL ユーザーレコードと Kinesis Data Streams レコードを区別します。修飾語を付けず
にレコードという用語を使用する場合は、KPL ユーザーレコードを意味します。Kinesis Data Streams レ
コードを意味するときは、明示的に Kinesis Data Streams レコードと表現します。

KPL ユーザーレコードは、ユーザーにとって特定の意味のあるデータの BLOB です。たとえば、ウェブサ
イトの UI イベントまたはウェブサーバーのログエントリを表す JSON BLOB がそれに該当します。

Kinesis Data Streams レコードは、Kinesis Data Streams サービス API で定義されるRecord データ構造
のインスタンスです。これには、パーティションキー、シーケンス番号、データの BLOB が含まれていま
す。

バッチ処理
バッチ処理は、各項目に対して単一のアクションを繰り返し実行する代わりに、複数の項目に対してその
アクションを実行することを意味します。

ここでは、項目はレコードに対応し、アクションはレコードを Kinesis Data Streams に送信することに対
応します。バッチ処理を使用しない場合、各レコードを別々の Kinesis Data Streams レコードに配置し、
それぞれを Kinesis Data Streams に送信するたびに HTTP リクエストを実行します。バッチ処理では、各 
HTTP リクエストにより、1 つではなく複数のレコードを処理できます。

KPL では、2 種類のバッチ処理がサポートされます。

• 集約 - 複数のレコードを単一の Kinesis Data Streams レコードに保存します。
• 収集 - API オペレーション PutRecords を使用して、Kinesis Data Streams 内の 1 つ以上のシャードに

複数の Kinesis Data Streams レコードを送信します。

2 種類の KPL バッチ処理は、共存できるように設計されており、互いに独立して有効または無効にできま
す。デフォルトでは、どちらも有効です。

集約
集約は、複数レコードを 1 つの Kinesis Data Streams レコードに保存することを意味します。集約を使用
すると、API コールごとに送信されるレコード数を増やすことができ、効率的にプロデューサーのスルー
プットを高めることができます。

Kinesis Data Streams シャードは、1 秒あたり最大で 1,000 レコードまたは 1 MB のスループットをサ
ポートします。1 秒あたりの Kinesis Data Streams レコードの制限により、お客様のレコードは 1 KB 未
満に制限されます。レコードの集約を使用すると、複数のレコードを単一の Kinesis Data Streams レコー
ドに結合できます。そのため、お客様はシャードあたりのスループットを改善することができます。
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リージョンが us-east-1 の 1 つのシャードで、1 つが 512 バイトのレコードを 1 秒あたり 1,000 レコー
ドの一定割合で処理する場合を考えます。KPL 集約を使用すると、1,000 レコードを 10 Kinesis Data 
Streams レコードに詰めることができ、RPS を 10 に減らすことができます (それぞれ 50 KB)。

収集
収集は、各 Kinesis Data Streams レコードをそれぞれの HTTP リクエストで送信するのではなく、複数の 
Kinesis Data Streams レコードをバッチ処理し、API オペレーション PutRecords を呼び出して単一の 
HTTP リクエストでそれらを送信することを意味します。

これにより、個別の HTTP リクエストを多数実行するオーバーヘッドが減るため、収集を使用しない場合
に比べスループットが向上します。実際、PutRecords 自体が、この目的のために設計されています。

収集は、Kinesis Data Streams レコードのグループを使用している点で集約と異なります。収集された 
Kinesis Data Streams レコードには、ユーザーの複数のレコードをさらに含めることができます。この関
係は、次のように図示できます。

record 0 --|
record 1   |        [ Aggregation ] 
    ...    |--> Amazon Kinesis record 0 --| 
    ...    |                              |
record A --|                              | 
                                          | 
    ...                   ...             | 
                                          |
record K --|                              |
record L   |                              |      [ Collection ] 
    ...    |--> Amazon Kinesis record C --|--> PutRecords Request 
    ...    |                              |
record S --|                              | 
                                          | 
    ...                   ...             | 
                                          |
record AA--|                              |
record BB  |                              | 
    ...    |--> Amazon Kinesis record M --| 
    ...    |
record ZZ--|

KPL とプロデューサーコードの統合
Kinesis Producer Library (KPL) は独立したプロセスで実行され、IPC を使用して親ユーザープロセスと通
信します。このアーキテクチャは、マイクロサービスと呼ばれる場合があり、次の 2 つの主な理由からこ
れが選択されます。

1) KPL がクラッシュしても、ユーザープロセスはクラッシュしません

プロセスには Kinesis Data Streams と無関係なタスクが含まれている場合があり、KPL がクラッシュして
もオペレーションを続行できます。また、親ユーザープロセスが KPL を再起動し、完全に機能する状態に
復旧することもできます (この機能は、正式なラッパーに含まれています)。

メトリクスを Kinesis Data Streams に送信するウェブサーバーがその例です。このサーバーは、Kinesis 
Data Streams 部分が動作を停止してもページの提供を続行できます。そのため、KPL のバグが原因でサー
バー全体がクラッシュすると、不要なサービス停止が発生します。

2) 任意のクライアントをサポートできます

正式にサポートされている言語以外の言語を使用するお客様もいます。これらのお客様も KPL を簡単に使
用できます。
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推奨される使用状況
使用状況の異なるユーザーに推奨される設定を次の表に示します。この表を参考に、KPL を使用できるか
どうか、どのように使用できるかを判断できます。集約が有効な場合、コンシューマー側で集約解除を使
用してレコードを抽出する必要があることにも注意してください。

プロデューサー
側の言語

コンシューマー
側の言語

KCL バージョ
ン

チェックポイン
トロジック

KPL の使用可
否

注意

Java 以外 * * * いいえ 該当なし

Java Java Java SDK を直
接使用

該当なし はい 集約を使
用する場
合、GetRecords
を呼び出した後
に、提供され
た集約解除ライ
ブラリを使用す
る必要がありま
す。

Java Java 以外 SDK を直接使
用

該当なし はい 集約を無効にす
る必要がありま
す。

Java Java 1.3.x 該当なし はい 集約を無効にす
る必要がありま
す。

Java Java 1.4.x 引数なしで
チェックポイン
トを呼び出す

はい なし

Java Java 1.4.x 明示的なシーケ
ンス番号を使用
してチェックポ
イントを呼び出
す

はい 集約を無効に
するかコードを
変更し、チェッ
クポイント作成
用の拡張された
シーケンス番号
を使用します。

Java Java 以外 1.3.x + 複数言
語デーモン + 
言語固有のラッ
パー

該当なし はい 集約を無効にす
る必要がありま
す。

KPL を使用した Kinesis Data Stream への書き込み
以下のセクションでは、最もシンプルな最低限のプロデューサーから完全に非同期なコードまで順にサン
プルコードを示します。

最低限のプロデューサーコード
次のコードは、最小限の機能するプロデューサーを書くために必要なものがすべて含まれていま
す。Kinesis Producer Library (KPL) ユーザーレコードはバックグラウンドで処理されます。
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// KinesisProducer gets credentials automatically like  
// DefaultAWSCredentialsProviderChain.  
// It also gets region automatically from the EC2 metadata service.  
KinesisProducer kinesis = new KinesisProducer();   
// Put some records  
for (int i = 0; i < 100; ++i) { 
    ByteBuffer data = ByteBuffer.wrap("myData".getBytes("UTF-8")); 
    // doesn't block        
    kinesis.addUserRecord("myStream", "myPartitionKey", data);  
}   
// Do other stuff ...

結果に対する同期的な応答
前のコード例では、 ユーザーレコードが成功したかどうかをチェックしませんでした。KPL は、失敗に対
処するために必要な再試行を実行します。ただし、結果を確認する必要がある場合は、次の例 (分かりや
すくするため前の例を使用しています) のように、addUserRecord から返される Future オブジェクト
を使用して結果を確認します。

KinesisProducer kinesis = new KinesisProducer();   

// Put some records and save the Futures  
List<Future<UserRecordResult>> putFutures = new LinkedList<Future<UserRecordResult>>();  
for (int i = 0; i < 100; i++) { 
    ByteBuffer data = ByteBuffer.wrap("myData".getBytes("UTF-8")); 
    // doesn't block  
    putFutures.add( 
        kinesis.addUserRecord("myStream", "myPartitionKey", data));  
}   

// Wait for puts to finish and check the results  
for (Future<UserRecordResult> f : putFutures) { 
    UserRecordResult result = f.get(); // this does block      
    if (result.isSuccessful()) {          
        System.out.println("Put record into shard " +  
                            result.getShardId());      
    } else { 
        for (Attempt attempt : result.getAttempts()) { 
            // Analyze and respond to the failure          
        } 
    }
}

結果に対する非同期的な応答
前の例では、get() オブジェクトに対して Future を呼び出しているため、実行がブロックされます。実
行のブロックを避ける必要がある場合には、次の例に示すように非同期コールバックを使用できます。

KinesisProducer kinesis = new KinesisProducer();

FutureCallback<UserRecordResult> myCallback = new FutureCallback<UserRecordResult>() {      
    @Override public void onFailure(Throwable t) { 
        /* Analyze and respond to the failure  */  
    };      
    @Override public void onSuccess(UserRecordResult result) {  
        /* Respond to the success */  
    };
};

for (int i = 0; i < 100; ++i) { 
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    ByteBuffer data = ByteBuffer.wrap("myData".getBytes("UTF-8"));       
    ListenableFuture<UserRecordResult> f = kinesis.addUserRecord("myStream", 
 "myPartitionKey", data);      
    // If the Future is complete by the time we call addCallback, the callback will be 
 invoked immediately. 
    Futures.addCallback(f, myCallback);  
} 

Kinesis Producer Library の設定
デフォルト設定のままで、ほとんどのユースケースに問題なく使用できますが、デフォルト設定の一部
を変更することで、ニーズに合わせて KinesisProducer の動作を調整することができます。それに
は、KinesisProducerConfiguration クラスのインスタンスを KinesisProducer コンストラクタ
に渡します。たとえば、次のようにします。

KinesisProducerConfiguration config = new KinesisProducerConfiguration() 
        .setRecordMaxBufferedTime(3000) 
        .setMaxConnections(1) 
        .setRequestTimeout(60000) 
        .setRegion("us-west-1"); 
         
final KinesisProducer kinesisProducer = new KinesisProducer(config);

プロパティファイルから設定をロードすることもできます。

KinesisProducerConfiguration config = 
 KinesisProducerConfiguration.fromPropertiesFile("default_config.properties");

ユーザープロセスがアクセスできる任意のパスとファイル名に置き換えることができます。さらに、この
ようにして作成した KinesisProducerConfiguration インスタンスに対して設定メソッドを呼び出し
て、設定をカスタマイズできます。

プロパティファイルでは、で名前を使用してパラメータを指定する必要があります PascalCase。その名
前は、KinesisProducerConfiguration クラスの設定メソッドで使用されるものと一致します。例:

RecordMaxBufferedTime = 100
MaxConnections = 4
RequestTimeout = 6000
Region = us-west-1

設定パラメータの使用方法と値の制限の詳細については、のサンプル設定プロパティファイルを参照して
ください GitHub。

KinesisProducer の初期化後に、使用した KinesisProducerConfiguration インスタンスを変更
しても何の変化もないことに注意してください。現在、KinesisProducer は動的設定をサポートしてい
ません。

コンシューマーの集約解除
KCL は、リリース 1.4.0 から KPL ユーザーレコードの自動集計解除をサポートしています。以前のバー
ジョンの KCL で書かれたコンシューマーアプリケーションのコードは、KCL を更新した後、コードを何
も修正せずにコンパイルできます。ただし、プロデューサー側で KPL の集約を使用している場合、チェッ
クポイントが多少関係してきます。集約されたレコード内のすべてのサブレコードは同じシーケンス番号
を持っているため、サブレコード間の区別が必要な場合、チェックポイントを使用して追加のデータを保
存する必要があります。この追加データは、サブシーケンス番号と呼ばれます。
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以前のバージョンの KCL からの移行
集約とともにチェックポイントを作成する既存の呼び出しを変更する必要はありません。Kinesis Data 
Streams に保存されているすべてのレコードを正しく取得できることが保証されています。以下で説明す
る特定のユースケースをサポートするために、現在 KCL には、2 つの新しいチェックポイントオペレー
ションが用意されています。

既存のコードが KPL サポート以前の KCL 用に書かれていて、チェックポイントオペレーションが引数な
しで呼び出される場合、そのコードの動作は、バッチ内にある最後の KPL ユーザーレコードのシーケンス
番号に対するチェックポイントの作成と同等です。シーケンス番号文字列を使用してチェックポイントオ
ペレーションを呼び出す場合は、暗黙的なサブシーケンス番号 0 (ゼロ) を伴う、バッチの指定されたシー
ケンス番号に対するチェックポイントの作成と同等です。

引数なしで新しいKCL チェックポイントオペレーション checkpoint() を呼び出すことは、暗黙的なサ
ブシーケンス番号 0 (ゼロ) を伴う、バッチ内の最後の Record 呼び出しのシーケンス番号に対するチェッ
クポイントの作成と意味的に同等です。

新しい KCL チェックポイントオペレーション checkpoint(Record record) を呼び出すことは、暗黙
的なサブシーケンス番号 0 (ゼロ) を伴う、指定された Record のシーケンス番号に対するチェックポイン
トの作成と意味的に同等です。Record 呼び出しが実際には UserRecord である場合、UserRecord の
シーケンス番号とサブシーケンス番号にチェックポイントが作成されます。

新しい KCL チェックポイントオペレーション checkpoint(String sequenceNumber, long 
subSequenceNumber) を呼び出すと、指定されたシーケンス番号とサブシーケンス番号に明示的に
チェックポイントが作成されます。

いずれの場合も、チェックポイントが Amazon DynamoDB チェックポイントテーブルに保存された後は、
アプリケーションがクラッシュして再起動した場合、KCL により、レコードの取得が正常に再開されま
す。さらにレコードがシーケンス内に含まれている場合は、最後にチェックポイントが作成されたシーケ
ンス番号が付けられているレコード内の次のサブシーケンス番号のレコードから取得が開始されます。前
のシーケンス番号のレコードにある最後のサブシーケンス番号が、最新のチェックポイントに含まれてい
る場合、その次のシーケンス番号が付けられているレコードから取得が開始されます。

次のセクションでは、レコードのスキップや重複を避けるために必要な、コンシューマーのシーケンスと
サブシーケンスのチェックポイントの詳細について説明します。コンシューマーのレコード処理を停止し
再起動するときに、レコードのスキップや重複が重要でない場合は、変更せずに既存のコードを実行して
かまいません。

KPL の集約解除のための KCL の拡張
すでに説明したように、KPL の集約解除ではサブシーケンスチェックポイントを使用できます。サブシー
ケンスチェックポイントを使いやすくするために、UserRecord クラスが KCL に追加されています。

public class UserRecord extends Record {      
    public long getSubSequenceNumber() { 
    /* ... */ 
    }       
    @Override  
    public int hashCode() { 
    /* contract-satisfying implementation */  
    }       
    @Override  
    public boolean equals(Object obj) { 
    /* contract-satisfying implementation */  
    }  
}

このクラスは、現在 Record の代わりに使用されています。これは Record のサブクラスであるため、
既存のコードは影響を受けません。UserRecord クラスは、実際のサブレコードと通常の集約されていな
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いレコードの両方を表します。集約されていないレコードは、サブレコードを 1 つだけ含む集約されたレ
コードと考えることができます。

さらに、2 つの新しいオペレーションが IRecordProcessorCheckpointer に追加されています。

public void checkpoint(Record record);  
public void checkpoint(String sequenceNumber, long subSequenceNumber);

サブシーケンス番号チェックポイントの使用を開始するには、次の変更を行います。次のフォームコード
を変更します。

checkpointer.checkpoint(record.getSequenceNumber());

新しいフォームコードは次のようになります。

checkpointer.checkpoint(record);

サブシーケンスチェックポイントでは、checkpoint(Record record) フォームを使用することをお勧
めします。ただし、チェックポイントの作成で使用する文字列にすでに sequenceNumbers を保存してい
る場合は、次の例に示すように、subSequenceNumber も保存する必要があります。

String sequenceNumber = record.getSequenceNumber();  
long subSequenceNumber = ((UserRecord) record).getSubSequenceNumber();  // ... do other 
 processing   
checkpointer.checkpoint(sequenceNumber, subSequenceNumber);

この実装では内部で Record を必ず使用するため、UserRecord から UserRecord へのキャストは必ず
成功します。シーケンス番号の計算を実行する必要がない場合、この方法はお勧めしません。

KPL ユーザーレコードの処理中に、CL は、サブシーケンス番号を Amazon DynamoDB に各行の追加
フィールドとして書き込みます。以前のバージョンの KCL では、チェックポイントを再開するときに
AFTER_SEQUENCE_NUMBER を使用してレコードを取得していました。KPL サポートを含む現在の KCL で
は、代わりに AT_SEQUENCE_NUMBER を使用します。チェックポイントが作成されたシーケンス番号のレ
コードを取得するとき、チェックポイントが作成されたサブシーケンス番号がチェックされ、サブレコー
ドが必要に応じて削除されます (最後のサブレコードにチェックポイントが作成されている場合、すべて
のサブレコードが削除されます)。ここでも、集約されていないレコードは、単一のサブレコードを含む集
約されたレコードと考えることができ、集約されたレコードと集約されていないレコードの両方で同じア
ルゴリズムを使用できます。

GetRecords直接使用
KCL の使用を選択せずに、API オペレーション GetRecords を直接呼び出して Kinesis Data Streams レ
コードを取得することもできます。これらの取得したレコードを元の KPL ユーザーレコードに解凍するに
は、UserRecord.java にある次の静的なオペレーションの 1 つを呼び出します。

public static List<Record> deaggregate(List<Record> records)

public static List<UserRecord> deaggregate(List<UserRecord> records, BigInteger 
 startingHashKey, BigInteger endingHashKey)

最初のオペレーションでは、startingHashKey のデフォルト値 0 (ゼロ) と endingHashKey のデフォ
ルト値 2^128 -1 を使用します。

これらの各オペレーションは、Kinesis Data Streams レコードの指定されたリストを KPL ユーザーレコー
ドのリストに集約解除します。KPL ユーザーレコードの明示的なハッシュキーまたはパーティションキー
が startingHashKey と endingHashKey の範囲 (境界を含む) 外にある場合、これらのユーザーレコー
ドは、返されるレコードのリストから破棄されます。
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Amazon Kinesis Data Firehose で KPL を使用する
Kinesis Producer Library (KPL) を使用して Kinesis データストリームにデータを書き込む場合、集約を使
用してその Kinesis データストリームに書き込むレコードを結合できます。その後そのデータストリー
ムを Kinesis Data Firehose 配信ストリームのソースとして使用する場合、Kinesis Data Firehose はレ
コードの集約を解除してから送信先に配信します。データを変換するように配信ストリームを設定する場
合、Kinesis Data Firehose はレコードの集約を解除してから AWS Lambda に配信します。詳細について
は、Kinesis Data Streams を使用した Kinesis Data Firehose への書き込みを参照してください。

AWS Glue スキーマレジストリでの KPL の使用
Kinesis Data Streams を、AWS Glue スキーマレジストリと統合することができます。AWS Glue スキー
マレジストリを使用すると、スキーマを一元的に検出、制御、および進化させながら、生成されたデー
タが登録されたスキーマによって継続的に検証されるようにできます。スキーマは、データレコードの構
造と形式を定義します。スキーマは、信頼性の高いデータの公開、利用、または保存のための仕様をバー
ジョニングしたものです。AWSGlue スキーマレジストリを使用すると、 end-to-end ストリーミングアプ
リケーション内のデータ品質とデータガバナンスを改善できます。詳細については、AWS Glue スキーマ
レジストリを参照してください。この統合を設定する方法の 1 つは、Java で KPL および Kinesis Client 
Library (KCL) ライブラリを使用することです。

Important

現在、Kinesis Data Streams とAWS Glue スキーマレジストリ統合は、Java で実装された KPL プ
ロデューサーを使用する Kinesis Data Streams でのみサポートされます。多言語サポートは提供
されていません。

KPL を使用して Kinesis Data Streams とスキーマレジストリの統合を設定する方法の詳細について
は、ユースケース:KPL /KCL ライブラリを使用したデータの操作セクションを参照してください。Amazon 
Kinesis Data Streams とAWS Glue スキーマレジストリの統合

KPL プロキシ設定
インターネットに直接接続できないアプリケーションの場合、すべてのAWS SDK クライアントが HTTP 
または HTTPS プロキシの使用をサポートします。一般的な企業環境では、すべてのアウトバウンドネッ
トワークトラフィックはプロキシサーバーを経由する必要があります。アプリケーションが Kinesis プロ
デューサーライブラリ (KPL) を使用してプロキシサーバーを使用する環境でデータを収集および送信する
場合、アプリケーションには KPL プロキシ設定が必要になります。AWSKPL はAWS Kinesis SDK 上に構
築された高レベルのライブラリです。ネイティブプロセスとラッパーに分かれています。ネイティブプロ
セスはレコードの処理と送信のすべてのジョブを実行し、ラッパーはネイティブプロセスを管理して通信
します。詳細については、「Amazon Kinesis プロデューサーライブラリによる効率的で信頼性の高いプロ
デューサーの実装」を参照してください。

ラッパーは Java で記述され、ネイティブプロセスは Kinesis SDK を使用して C++ で記述されます。KPL 
バージョン 0.14.7 以降では、すべてのプロキシ設定をネイティブプロセスに渡すことができる Java ラッ
パーでのプロキシ設定がサポートされるようになりました。詳細については、https://github.com/awslabs/ 
amazon-kinesis-producer/releases/tag/v0.14.7 を参照してください。

次のコードを使用して、KPL アプリケーションにプロキシ設定を追加できます。

KinesisProducerConfiguration configuration = new KinesisProducerConfiguration();
// Next 4 lines used to configure proxy  
configuration.setProxyHost("10.0.0.0"); // required
configuration.setProxyPort(3128); // default port is set to 443
configuration.setProxyUserName("username"); // no default  
configuration.setProxyPassword("password"); // no default

KinesisProducer kinesisProducer = new KinesisProducer(configuration); 
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で Amazon Kinesis Data Streams API を使用したプ
ロデューサーの開発AWS SDK for Java

Amazon Kinesis Data Streams API とAWSSDK for Java Kinesis Data Streams を初めて利用する場合
は、「」で説明されている概念と用語について理解することから始めてください。Amazon Kinesis Data 
Streams とは (p. 1)そしてAmazon Kinesis Data Streams の開始方法 (p. 15)。

これらの例は、Kinesis Data Streams APIそして、AWSSDK for Javaストリームにデータを追加する (プッ
ト) します。ただし、ほとんどのユースケースでは、Kinesis Data Streams KPL ライブラリを使用しま
す。詳細については、「Amazon Kinesis Producer Library を使用したプロデューサーの開発 (p. 88)」
を参照してください。

この章で紹介する Java サンプルコードは、基本的な Kinesis Data Streams API オペレーションを実行す
る方法を示しており、オペレーションタイプ別に論理的に分割されています。これらのサンプルは、すべ
ての例外を確認しているわけではなく、すべてのセキュリティやパフォーマンスの側面を考慮しているわ
けでもない点で、本稼働環境に使用できるコードを表すものではありません。また、Kinesis Data Streams 
API他のプログラミング言語を使用する。利用可能なすべての詳細については、AWSSDK については、を
参照してください。Amazon Web Services を使用した開発の開始。

各タスクには前提条件があります。たとえば、ストリームを作成するまではストリームにデータを追加で
きず、ストリームを作成するにはクライアントを作成する必要があります。詳細については、「ストリー
ムの作成と管理 (p. 68)」を参照してください。

トピック
• ストリームへのデータの追加 (p. 100)
• を使用したデータの操作AWSスキーマレジストリ (p. 104)

ストリームへのデータの追加
ストリームを作成したら、レコードの形式でストリームにデータを追加できます。レコードはデータ 
BLOB の形式で処理するデータを格納するデータ構造です。データをレコードに格納した後、Kinesis Data 
Streams はデータの検査、解釈、または変更を行いません。各レコードにはシーケンス番号とパーティ
ションキーも関連付けられます。

Kinesis Data Streams API には、ストリームにデータを追加するオペレーションとして、2 つの異なるオペ
レーションがあります。PutRecordsそしてPutRecord。PutRecords オペレーションは HTTP リクエ
ストごとストリームに複数のレコードを送信し、単数形の PutRecord オペレーションは一度に 1 つずつ
ストリームにレコードを送信します (各レコードについて個別の HTTP リクエストが必要です)。データプ
ロデューサーあたりのスループットが向上するため、ほとんどのアプリケーションでは PutRecords を使
用してください。これらの各オペレーションの詳細については、後のそれぞれのサブセクションを参照し
てください。

トピック
• を使用した複数のレコードの追加PutRecords (p. 101)
• でシングルレコードを追加するPutRecord (p. 103)

ソースアプリケーションは Kinesis Data Streams API を使用してストリームにデータを追加するため、1 
つ以上のコンシューマーアプリケーションが同時にストリームからデータを取得して処理する可能性があ
ることを常に念頭に置いてください。コンシューマーが Kinesis Data Streams API を使用してデータを取
得する方法の詳細については、「」を参照してください。ストリームからのデータの取得 (p. 161)。
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Important

データ保持期間の変更 (p. 84)

を使用した複数のレコードの追加PutRecords
-PutRecordsオペレーションは、1 つのリクエストで複数のレコードを Kinesis Data Streams に送信し
ます。を使用することによってPutRecordsでは、プロデューサーは Kinesis Data Streams にデータを
送信するときに高スループットを実現できます。EACHPutRecordsリクエストは、最大 500 レコードを
サポートできます。リクエストに含まれる各レコードは 1 MB、リクエスト全体の上限はパーティション
キーを含めて最大 5 MB。シングルと同じくPutRecord以下に説明する操作、PutRecordsは、シーケン
ス番号とパーティションキーを使用します。ただし、PutRecord の SequenceNumberForOrdering パ
ラメータは、PutRecords の呼び出しには含まれません。PutRecords オペレーションでは、リクエスト
の自然な順序ですべてのレコードを処理するよう試みます。

各データレコードには一意のシーケンス番号があります。シーケンス番号は、を呼び出した後に Kinesis 
Data Streams によって割り当てられます。client.putRecordsをクリックして、ストリームにデータレ
コードを追加します。同じパーティションキーのシーケンス番号は一般的に、時間の経過とともに大きく
なります。PutRecords リクエスト間の期間が長くなるほど、シーケンス番号は大きくなります。

Note

シーケンス番号は、同じストリーム内の一連のデータのインデックスとして使用することはでき
ません。一連のデータを論理的に区別するには、パーティションキーを使用するか、データセッ
トごとに個別のストリームを作成します。

PutRecords リクエストには、異なるパーティションキーのレコードを含めることができます。リクエ
ストのスコープはストリームです。各リクエストには、リクエストの制限まで、パーティションキーとレ
コードのあらゆる組み合わせを含めることができます。複数の異なるパーティションキーを使用して、複
数の異なるシャードを含むストリームに対して実行されたリクエストは、少数のパーティションキーを使
用して少数のシャードに対して実行されたリクエストよりも一般的に高速です。レイテンシーを低減し、
スループットを最大化するには、パーティションキーの数をシャードの数よりも大きくする必要がありま
す。

PutRecords例
次のコードでは、シーケンシャルなパーティションキーを持つ 100 件のデータレコードを作成
し、DataStream という名前のストリームに格納しています。

        AmazonKinesisClientBuilder clientBuilder = AmazonKinesisClientBuilder.standard(); 
         
        clientBuilder.setRegion(regionName); 
        clientBuilder.setCredentials(credentialsProvider); 
        clientBuilder.setClientConfiguration(config); 
         
        AmazonKinesis kinesisClient = clientBuilder.build(); 
  
        PutRecordsRequest putRecordsRequest  = new PutRecordsRequest(); 
        putRecordsRequest.setStreamName(streamName); 
        List <PutRecordsRequestEntry> putRecordsRequestEntryList  = new ArrayList<>();  
        for (int i = 0; i < 100; i++) { 
            PutRecordsRequestEntry putRecordsRequestEntry  = new PutRecordsRequestEntry(); 
            putRecordsRequestEntry.setData(ByteBuffer.wrap(String.valueOf(i).getBytes())); 
            putRecordsRequestEntry.setPartitionKey(String.format("partitionKey-%d", i)); 
            putRecordsRequestEntryList.add(putRecordsRequestEntry);  
        } 

        putRecordsRequest.setRecords(putRecordsRequestEntryList); 
        PutRecordsResult putRecordsResult  = kinesisClient.putRecords(putRecordsRequest); 
        System.out.println("Put Result" + putRecordsResult);
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PutRecords のレスポンスには、レスポンスの Records の配列が含まれます。レスポンス配列の各レ
コードは、リクエスト配列内のレコードと自然な順序 (リクエストやレスポンスの上から下へ) で直接相互
に関連付けられます。レスポンスの Records 配列には、常にリクエスト配列と同じ数のレコードが含ま
れます。

を使用するときのエラーの処理PutRecords

デフォルトでは、リクエスト内の個々のレコードでエラーが発生しても、PutRecords リクエスト内のそ
れ以降のレコードの処理は停止されません。つまり、レスポンスの Records 配列には、正常に処理され
たレコードと、正常に処理されなかったレコードの両方が含まれていることを意味します。正常に処理さ
れなかったレコードを検出し、それ以降の呼び出しに含める必要があります。

正常に処理されたレコードには SequenceNumber 値と ShardID 値が、正常に処理されなかったレコー
ドには ErrorCode 値と ErrorMessage 値が含まれます。ErrorCode パラメータはエラーのタイプを反
映し、ProvisionedThroughputExceededException または InternalFailure のいずれかの値に
なります。ErrorMessage は、ProvisionedThroughputExceededException 例外に関するより詳細
な情報として、スロットリングされたレコードのアカウント ID、ストリーム名、シャード ID などを示し
ます。次の例では、PutRecords リクエストに 3 つのレコードがあります。2 番目のレコードは失敗し、
レスポンスに反映されます。

Example PutRecordsリクエストの構文

{ 
    "Records": [ 
        { 
     "Data": "XzxkYXRhPl8w", 
     "PartitionKey": "partitionKey1" 
        }, 
        { 
     "Data": "AbceddeRFfg12asd", 
     "PartitionKey": "partitionKey1"  
        }, 
        { 
     "Data": "KFpcd98*7nd1", 
     "PartitionKey": "partitionKey3" 
        } 
    ], 
    "StreamName": "myStream"
}

Example PutRecordsレスポンスの構文

{ 
    "FailedRecordCount”: 1, 
    "Records": [ 
        { 
     "SequenceNumber": "21269319989900637946712965403778482371", 
     "ShardId": "shardId-000000000001" 

        }, 
        { 
     “ErrorCode":”ProvisionedThroughputExceededException”, 
     “ErrorMessage": "Rate exceeded for shard shardId-000000000001 in stream 
 exampleStreamName under account 111111111111." 

        }, 
        { 
     "SequenceNumber": "21269319989999637946712965403778482985", 
     "ShardId": "shardId-000000000002" 
        } 
    ]
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}

正常に処理されなかったレコードは、以降の PutRecords リクエストに含めることができます。最初
に、FailedRecordCount の putRecordsResult パラメータを調べて、リクエスト内にエラーとなっ
たレコードがあるかどうかを確認します。このようなレコードがある場合は、putRecordsEntry が
ErrorCode 以外である各 null を、以降のリクエストに追加してください。このタイプのハンドラーの
例については、次のコードを参照してください。

Example PutRecordsエラーハンドラー

PutRecordsRequest putRecordsRequest = new PutRecordsRequest();
putRecordsRequest.setStreamName(myStreamName);
List<PutRecordsRequestEntry> putRecordsRequestEntryList = new ArrayList<>();
for (int j = 0; j < 100; j++) { 
    PutRecordsRequestEntry putRecordsRequestEntry = new PutRecordsRequestEntry(); 
    putRecordsRequestEntry.setData(ByteBuffer.wrap(String.valueOf(j).getBytes())); 
    putRecordsRequestEntry.setPartitionKey(String.format("partitionKey-%d", j)); 
    putRecordsRequestEntryList.add(putRecordsRequestEntry);
}

putRecordsRequest.setRecords(putRecordsRequestEntryList);
PutRecordsResult putRecordsResult = amazonKinesisClient.putRecords(putRecordsRequest);

while (putRecordsResult.getFailedRecordCount() > 0) { 
    final List<PutRecordsRequestEntry> failedRecordsList = new ArrayList<>(); 
    final List<PutRecordsResultEntry> putRecordsResultEntryList = 
 putRecordsResult.getRecords(); 
    for (int i = 0; i < putRecordsResultEntryList.size(); i++) { 
        final PutRecordsRequestEntry putRecordRequestEntry = 
 putRecordsRequestEntryList.get(i); 
        final PutRecordsResultEntry putRecordsResultEntry = 
 putRecordsResultEntryList.get(i); 
        if (putRecordsResultEntry.getErrorCode() != null) { 
            failedRecordsList.add(putRecordRequestEntry); 
        } 
    } 
    putRecordsRequestEntryList = failedRecordsList; 
    putRecordsRequest.setRecords(putRecordsRequestEntryList); 
    putRecordsResult = amazonKinesisClient.putRecords(putRecordsRequest);
}

でシングルレコードを追加するPutRecord
PutRecord の各呼び出しは、1 つのレコードに対して動作します。アプリケーションで常にリクエストご
とに 1 つのレコードを送信する必要がある場合や、PutRecords を使用できないその他の理由がある場合
を除いて、「を使用した複数のレコードの追加PutRecords (p. 101)」で説明している PutRecords オペ
レーションを使用します。

各データレコードには一意のシーケンス番号があります。シーケンス番号は、を呼び出した後に Kinesis 
Data Streams によって割り当てられます。client.putRecordをクリックして、ストリームにデータレ
コードを追加します。同じパーティションキーのシーケンス番号は一般的に、時間の経過とともに大きく
なります。PutRecord リクエスト間の期間が長くなるほど、シーケンス番号は大きくなります。

プットが連続して発生する場合、返されるシーケンス番号は増加するとは限りません。入力オペレーショ
ンは、Kinesis Data Streams と本質的に同時に表示されるためです。同じパーティションキーに対して厳
密にシーケンス番号が大きくなるようにするには、PutRecord例 (p. 104)のサンプルコードに示している
ように、SequenceNumberForOrdering パラメータを使用します。

あなたが使っているかどうかSequenceNumberForOrderingでは、Kinesis Data Streams 
がGetRecordsコールはシーケンス番号で厳密に順序付けられます。
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Note

シーケンス番号は、同じストリーム内の一連のデータのインデックスとして使用することはでき
ません。一連のデータを論理的に区別するには、パーティションキーを使用するか、データセッ
トごとに個別のストリームを作成します。

パーティションキーはストリーム内のデータをグループ化するために使用されます。データレコードは
そのパーティションキーに基づいてストリーム内でシャードに割り当てられます。具体的には、Kinesis 
Data Streams は、パーティションキー (および関連するデータ) を特定のシャードにマッピングするハッ
シュ関数への入力として、パーティションキーを使用します。

このハッシュメカニズムの結果として、パーティションキーが同じすべてのデータレコードは、ストリー
ム内で同じシャードにマッピングされます。ただし、パーティションキーの数がシャードの数を超えて
いる場合、一部のシャードにパーティションキーが異なるレコードが格納されることがあります。設計
の観点から、すべてのシャードが適切に使用されるようにするには、シャードの数 (setShardCount の
CreateStreamRequest メソッドで指定) を一意のパーティションキーの数よりも大幅に少なくする必要
があります。また、1 つのパーティションキーへのデータの流量をシャードの容量より大幅に小さくする
必要があります。

PutRecord例
以下のコードでは、2 つのパーティションキーに配分される 10 件のデータレコードを作成
し、myStreamName という名前のストリームに格納しています。

for (int j = 0; j < 10; j++)  
{ 
  PutRecordRequest putRecordRequest = new PutRecordRequest(); 
  putRecordRequest.setStreamName( myStreamName ); 
  putRecordRequest.setData(ByteBuffer.wrap( String.format( "testData-%d", 
 j ).getBytes() )); 
  putRecordRequest.setPartitionKey( String.format( "partitionKey-%d", j/5 ));   
  putRecordRequest.setSequenceNumberForOrdering( sequenceNumberOfPreviousRecord ); 
  PutRecordResult putRecordResult = client.putRecord( putRecordRequest ); 
  sequenceNumberOfPreviousRecord = putRecordResult.getSequenceNumber();
}

上記のコード例では、setSequenceNumberForOrdering を使用して、各パーティショ
ンキー内で順番が厳密に増えるようにしています。このパラメータを効果的に使用するに
は、SequenceNumberForOrdering現在のレコード（レコード）のn) を前のレコード (レコード) の
シーケンス番号に指定します。n-1). ストリームに追加されたレコードのシーケンス番号を取得するに
は、getSequenceNumber の結果に対して putRecord を呼び出します。

SequenceNumberForOrdering パラメーターを指定すると、同じパーティションキーのシーケンス番号
が厳密に大きくなります。SequenceNumberForOrdering では、複数のパーティションキーにわたるレ
コードの順序付けは用意されていません。

を使用したデータの操作AWSスキーマレジストリ
Kinesis データストリームは、AWSスキーマレジストリ。-AWSGlue Schema Registry を使用すると、ス
キーマを一元的に検出、制御し、発展させることができると同時に、生成されたデータが登録スキーマに
よって継続的に検証されるようにできます。スキーマは、データレコードの構造と形式を定義します。ス
キーマは、信頼性の高いデータの公開、利用、または保存のための仕様をバージョニングしたものです。-
AWSGlue スキーマレジストリを使用すると、改善できます。end-to-endストリーミングアプリケーショ
ン内のデータ品質とデータガバナンス。詳細については、「」を参照してください。AWSスキーマレジ
ストリ。この統合を設定する方法の 1 つは、PutRecordsそしてPutRecordKinesis Data Streams API 
は、AWSJava SDK。

を使用して Kinesis Data Streams と Schema Registry の統合を設定する方法の詳細については、を参
照してください。PutRecordsそしてPutRecordKinesis Data Streams API については、の「Kinesis Data 
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Streams API を使用したデータの操作」セクションを参照してください。ユースケース: Amazon Kinesis 
Data Streams とAWSスキーマレジストリ。

Kinesis エージェントを使用した Amazon Kinesis 
Data Streams への書き込み

Kinesis エージェントはスタンドアロンの Java ソフトウェアアプリケーションであり、データを収集
して Kinesis Data Streams に送信する簡単な方法です。このエージェントは一連のファイルを継続的に
監視し、新しいデータをストリームに送信します。エージェントはファイルのローテーション、チェッ
クポイント、失敗時の再試行を処理します。タイムリーで信頼性の高い簡単な方法で、すべてのデータ
を提供します。また、ストリーミング処理のモニタリングとトラブルシューティングに役立つ Amazon 
CloudWatch メトリクスも出力します。

デフォルトでは、レコードは改行文字 ('\n') に基づいて各ファイルから解析されます。しかし、複数行
レコードを解析するよう、エージェントを設定することもできます (エージェントの設定 (p. 107)を参
照)。

このエージェントは、ウェブサーバー、ログサーバーおよびデータベースサーバーなど、Linux ベースの
サーバー環境にインストールできます。エージェントをインストールした後で、モニタリング用のファイ
ルとデータストリームを指定して設定します。エージェントが設定されると、ファイルから永続的にデー
タを収集して、ストリームに安全にデータを送信します。

トピック
• 前提条件 (p. 105)
• エージェントのダウンロードとインストール (p. 106)
• エージェントの設定と開始 (p. 106)
• エージェントの設定 (p. 107)
• 複数のファイルディレクトリを監視し、複数のストリームに書き込み (p. 109)
• エージェントを使用してデータを事前処理する (p. 109)
• エージェント CLI コマンド (p. 113)

前提条件
• オペレーティングシステムは Amazon Linux AMI バージョン 2015.09 以降、または Red Hat Enterprise 

Linux バージョン 7 以降でなければなりません。
• Amazon EC2 を使用してエージェントを実行している場合は、EC2 インスタンスを起動します。
• 次のいずれかの方法を使用して、AWS 認証情報を管理します。

• EC2 インスタンスを起動する際に IAM ロールを指定します。
• AWSエージェントを設定するときに認証情報を指定します (awsAccessKeyId (p. ) と

awsSecretAccessKey (p. ) を参照)。
• /etc/sysconfig/aws-kinesis-agent を編集して、 リージョンと AWS クセスキーを指定しま

す。
• EC2 インスタンスが他のAWSアカウントにある場合、Kinesis Data Streams サービスへのアク

セス権を付与する IAM ロールを作成し、エージェントを設定するときにそのロールを指定します 
(assumeRoleARN (p. ) ARN と assumeRoleExternalId (p. ) を参照)。前のいずれかの方法
を使用して、このロールを引き受ける許可がある、他のアカウントのユーザーの AWS 認証情報を指
定します。

• 指定した IAM ロールまたはAWS認証情報には、Kinesis Data Streams PutRecordsオペレーションを
実行してエージェントからストリームにデータを送信するための許可が必要です。 CloudWatch エー
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ジェントの監視を有効にする場合は、 CloudWatch PutMetricData操作を実行する権限も必要です。
詳細については、IAM を使用した Amazon Kinesis Data Streams リソースへのアクセスのコントロー
ル (p. 230)Amazon CloudWatch による Kinesis Data Streams エージェントのヘルスのモニタリン
グ (p. 204)、CloudWatch およびアクセス制御を参照してください。

エージェントのダウンロードとインストール
最初に、インスタンスに接続します。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への接続を参照してください。接続できない場合は、Linux インスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイドのインスタンスへの接続に関するトラブルシューティングを参照してください。

Amazon Linux AMI を使用してエージェントを設定する

次のコマンドを使用して、エージェントをダウンロードしてインストールします。

sudo yum install –y aws-kinesis-agent

Red Hat Enterprise Linux を使用してエージェントを設定する

次のコマンドを使用して、エージェントをダウンロードしてインストールします。

sudo yum install –y https://s3.amazonaws.com/streaming-data-agent/aws-kinesis-agent-
latest.amzn2.noarch.rpm

を使用してエージェントをセットアップするには GitHub

1. amazon-kinesis-agentawlabs/からエージェントをダウンロードします。
2. ダウンロードしたディレクトリまで移動し、次のコマンドを実行してエージェントをインストールし

ます。

sudo ./setup --install

エージェントの設定と開始
エージェントを設定して開始するには

1. (デフォルトのファイルアクセス許可を使用している場合、スーパーユーザーとして) 設定ファイル (/
etc/aws-kinesis/agent.json) を開き、編集します。

この設定ファイルで、エージェントがデータを集めるファイル ("filePattern") とエージェントが
データを送信するストリーム ("kinesisStream") を指定します。ファイル名はパターンで、エー
ジェントはファイルローテーションを確認する点に注意してください。1 秒あたりに一度だけ、ファ
イルを交替または新しいファイルを作成できます。エージェントはファイル作成タイムスタンプを使
用して、どのファイルを追跡してストリームに送信するかを判断します。新規ファイルの作成やファ
イルの交換を 1 秒あたりに一度以上頻繁に交換すると、エージェントはそれらを適切に区別できませ
ん。

{  
   "flows": [ 
        {  
            "filePattern": "/tmp/app.log*",  
            "kinesisStream": "yourkinesisstream" 
        }  
   ]  
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} 

2. エージェントを手動で開始する:

sudo service aws-kinesis-agent start

3. (オプション) システムスタートアップ時にエージェントを開始するように設定します。

sudo chkconfig aws-kinesis-agent on

エージェントは、システムのサービスとしてバックグラウンドで実行されます。継続的に指定ファイルを
モニタリングし、指定されたストリームにデータを送信します。エージェント活動は、/var/log/aws-
kinesis-agent/aws-kinesis-agent.log に記録されます。

エージェントの設定
エージェントは、2つの必須設定、filePattern と kinesisStream、さらに追加機能として任意の設定
をサポートしています。必須およびオプションの設定を /etc/aws-kinesis/agent.json で指定でき
ます。

設定ファイルを変更した場合は、次のコマンドを使用してエージェントを停止および起動する必要があり
ます。

sudo service aws-kinesis-agent stop
sudo service aws-kinesis-agent start

または、次のコマンドを使用できます。

sudo service aws-kinesis-agent restart

全般設定は次のとおりです。

構成設定 説明

assumeRoleARN ユーザーが引き受けるロールの ARN。詳細については、IAM ユーザーガイ
ドのAWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任を参照して
ください。

assumeRoleExternalIdロールを引き受けることができるユーザーを決定するオプションの ID。詳細
については、IAM ユーザーガイドの外部 ID の使用方法を参照してください。

awsAccessKeyId デフォルトの認証情報を上書きする AWS アクセスキー IDです。この設定
は、他のすべての認証情報プロバイダーに優先されます。

awsSecretAccessKey デフォルトの認証情報を上書きする AWS シークレットキーです。この設定
は、他のすべての認証情報プロバイダーに優先されます。

cloudwatch.emitMetricsエージェントがメトリクスを CloudWatch if に出力できるようにします (true 
に設定された場合)。

デフォルト: true

cloudwatch.endpoint の地域エンドポイント CloudWatch.

デフォルト: monitoring.us-east-1.amazonaws.com
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構成設定 説明

kinesis.endpoint Kinesis Data Streams のリージョンのエンドポイントです。

デフォルト: kinesis.us-east-1.amazonaws.com

フロー設定は次のとおりです。

構成設定 説明

dataProcessingOptionsストリームに送信される前に解析された各レコードに適用されるの処理オプ
ションの一覧。処理オプションは指定した順序で実行されます。詳細につい
ては、エージェントを使用してデータを事前処理する (p. 109)を参照してく
ださい。

kinesisStream [必須] ストリームの名前。

filePattern [必須] エージェントによってモニタリングされる必要があるファイルの glob 
このパターンに一致するすべてのファイルは、エージェントによって自動
的に選択され、モニタリングされます。このパターンに一致するすべての
ファイルは、読み取り権限を aws-kinesis-agent-user に付与する必要
があります。ファイルを含むディレクトリには、読み取りと実行権限を aws-
kinesis-agent-user に付与する必要があります。

initialPosition ファイルの解析が開始される最初の位置。有効な値は、START_OF_FILEお
よび END_OF_FILE です。

デフォルト: END_OF_FILE

maxBufferAgeMillis エージェントがストリームに送信する前にデータをバッファーする最大時間 
(ミリ秒)。

値の範囲: 1,000～900,000 (1 秒～15 分)

デフォルト: 60,000 (1 分)

maxBufferSizeBytes エージェントがストリームに送信する前にデータをバッファーする最大サイ
ズ (バイト)。

値の範囲: 1～4,194,304 (4 MB)

デフォルト: 4,194,304 (4 MB)

maxBufferSizeRecordsエージェントがストリームに送信する前にデータをバッファーするレコード
の最大数。

値の範囲: 1 ～ 500

デフォルト: 500

minTimeBetweenFilePollsMillisエージェントが新しいデータのモニタリング対象ファイルをポーリングし、
解析する時間間隔 (ミリ秒単位)。

値の範囲: 1 以上

デフォルト: 100

multiLineStartPatternレコードの開始を識別するパターン。レコードは、パターンに一致する 1 行
と、それに続くパターンに一致しない行で構成されます。有効な値は正規表
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視し、複数のストリームに書き込み

構成設定 説明
現です。デフォルトでは、ログファイルのそれぞれの改行は 1 つのレコード
として解析されます。

partitionKeyOption パーティションのキーを生成する方法。有効な値は RANDOM (ランダムに生成
される整数) と DETERMINISTIC (データから計算されるハッシュ値) です。

デフォルト: RANDOM

skipHeaderLines モニタリング対象ファイルの始めにエージェントが解析をスキップするの行
数。

値の範囲: 0 以上

デフォルト: 0 (ゼロ)

truncatedRecordTerminatorレコードのサイズが Kinesis Data Streams レコードの許容サイズを超えたと
きに解析されたレコードを切り捨てるために、エージェントが使用する文字
列。(1,000 KB)

デフォルト: '\n' (改行)

複数のファイルディレクトリを監視し、複数のスト
リームに書き込み
複数のフロー設定を指定することによって、エージェントが複数のファイルディレクトリを監視し、複数
のストリームにデータを送信するように設定できます。以下の設定例では、エージェントは 2 つのファ
イルディレクトリをモニタリングし、それぞれ Kinesis ストリームおよび Kinesis Data Firehose 配信スト
リームにデータを送信します。Kinesis Data Streams と Kinesis Data Firehose に異なるエンドポイントを
指定できるため、Kinesis ストリームと Kinesis Data Firehose 配信ストリームが同じリージョンに存在す
る必要はありません。

{ 
    "cloudwatch.emitMetrics": true, 
    "kinesis.endpoint": "https://your/kinesis/endpoint",  
    "firehose.endpoint": "https://your/firehose/endpoint",  
    "flows": [ 
        { 
            "filePattern": "/tmp/app1.log*",  
            "kinesisStream": "yourkinesisstream" 
        },  
        { 
            "filePattern": "/tmp/app2.log*", 
            "deliveryStream": "yourfirehosedeliverystream"  
        } 
    ]  
}

Kinesis Data Firehose でのエージェントの使用の詳細については、Kinesis エージェントを使用した 
Amazon Kinesis Data Firehose への書き込みを参照してください。

エージェントを使用してデータを事前処理する
エージェントはストリームにレコードを送信する前に、モニタリング対象ファイルから解析したレコード
を事前処理できます。ファイルフローに dataProcessingOptions 設定を追加することで、この機能を
有効にできます。1 つ以上の処理オプションを追加でき、また指定されている順序で実行されます。
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エージェントは、リストされた次の処理オプションに対応しています。エージェントはオープンソースで
あるため、処理オプションを開発および拡張できます。Kinesis エージェントからエージェントをダウン
ロードできます。

処理オプション

SINGLELINE

改行文字、先頭のスペース、末尾のスペースを削除することで、複数行レコードを単一行レコードに
変換します。

{ 
    "optionName": "SINGLELINE"
}

CSVTOJSON

区切り形式から JSON 形式にレコードを変換します。

{ 
    "optionName": "CSVTOJSON", 
    "customFieldNames": [ "field1", "field2", ... ], 
    "delimiter": "yourdelimiter"
}

customFieldNames

[必須] 各 JSON キー値のペアでキーとして使用されるフィールド名。たとえば、["f1", "f2"]
を指定した場合は、レコードv1、v2は {"f1":"v1","f2":"v2"} に変換されます。

delimiter

レコードで区切り記号として使用する文字列。デフォルトはカンマ (,) です。
LOGTOJSON

ログ形式から JSON 形式にレコードを変換します。サポートされているログ形式は、Apache 
Common Log、Apache Combined Log、Apache Error Log、および RFC3164 Syslog です。

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "logformat", 
    "matchPattern": "yourregexpattern", 
    "customFieldNames": [ "field1", "field2", … ]
}

logFormat

[必須] ログエントリ形式。以下の値を指定できます。
• COMMONAPACHELOG — Apache Common Log 形式。各ログエントリは、デフォルトで次

のパターン%{host} %{ident} %{authuser} [%{datetime}] \"%{request}\" 
%{response} %{bytes}になります。

• COMBINEDAPACHELOG — Apache Combined Log 形式。各ログエントリは、デフォルトで
次のパターン%{host} %{ident} %{authuser} [%{datetime}] \"%{request}\" 
%{response} %{bytes} %{referrer} %{agent}になります。

• APACHEERRORLOG — Apache Error Log 形式。各ログエントリは、デフォルトで次のパ
ターン[%{timestamp}] [%{module}:%{severity}] [pid %{processid}:tid 
%{threadid}] [client: %{client}] %{message}になります。
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• SYSLOG — FC3164 Syslog 形式。各ログエントリは、デフォルトで次のパター
ン%{timestamp} %{hostname} %{program}[%{processid}]: %{message}になりま
す。

matchPattern

ログエントリから値を取得するために使用する正規表現パターン。この設定は、ログエントリが
定義されたログ形式の一つとして存在していない場合に使用されます。この設定を使用する場合
は、customFieldNames を指定する必要があります。

customFieldNames

JSON キー値のペアでキーとして使用されるカスタムフィールド名。matchPattern から抽出し
た値のフィールド名を定義するために、または事前定義されたログ形式のデフォルトのフィール
ド名を上書きするために、この設定を使用できます。

Example : LOGTOJSON 設定

JSON形式に変換された Apache Common Log エントリの LOGTOJSON 設定の一つの例を次に示します。

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "COMMONAPACHELOG"
}

変換前:

64.242.88.10 - - [07/Mar/2004:16:10:02 -0800] "GET /mailman/listinfo/hsdivision HTTP/1.1" 
 200 6291

変換後:

{"host":"64.242.88.10","ident":null,"authuser":null,"datetime":"07/
Mar/2004:16:10:02 -0800","request":"GET /mailman/listinfo/hsdivision 
 HTTP/1.1","response":"200","bytes":"6291"}

Example : カスタムフィールドがある LOGTOJSON 設定

こちらは LOGTOJSON 設定の別の例です。

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "COMMONAPACHELOG", 
    "customFieldNames": ["f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7"]
}

この設定では、前の例からの同じ Apache Common Log エントリは、次のように JSON 形式に変換されま
す。

{"f1":"64.242.88.10","f2":null,"f3":null,"f4":"07/Mar/2004:16:10:02 -0800","f5":"GET /
mailman/listinfo/hsdivision HTTP/1.1","f6":"200","f7":"6291"}

Example : Apache Common Log エントリの変換

次のフロー設定は Apache Common Log エントリを JSON 形式の単一行レコードに変換します。

{  
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    "flows": [ 
        { 
            "filePattern": "/tmp/app.log*",  
            "kinesisStream": "my-stream", 
            "dataProcessingOptions": [ 
                { 
                    "optionName": "LOGTOJSON", 
                    "logFormat": "COMMONAPACHELOG" 
                } 
            ] 
        } 
    ]  
}

Example : 複数行レコードの変換

次のフロー設定は、最初の行が[SEQUENCE=で開始している複数行レコードを解析します。各レコード
はまず単一行レコードに変換されます。次に、値はタブの区切り記号に基づいたレコードから取得されま
す。取得された値は指定された customFieldNames 値にマッピングされ、JSON 形式の単一行レコード
を形成します。

{  
    "flows": [ 
        { 
            "filePattern": "/tmp/app.log*",  
            "kinesisStream": "my-stream", 
            "multiLineStartPattern": "\\[SEQUENCE=", 
            "dataProcessingOptions": [ 
                { 
                    "optionName": "SINGLELINE" 
                }, 
                { 
                    "optionName": "CSVTOJSON", 
                    "customFieldNames": [ "field1", "field2", "field3" ], 
                    "delimiter": "\\t" 
                } 
            ] 
        } 
    ]  
}

Example : 一致パターンで LOGTOJSON 設定

こちらは、最後のフィールド (バイト) が省略された JSON 形式に変換された Apache Common Log エン
トリの LOGTOJSON 設定の一例です。

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "COMMONAPACHELOG", 
    "matchPattern": "^([\\d.]+) (\\S+) (\\S+) \\[([\\w:/]+\\s[+\\-]\\d{4})\\] \"(.+?)\" (\
\d{3})", 
    "customFieldNames": ["host", "ident", "authuser", "datetime", "request", "response"]
}

変換前:

123.45.67.89 - - [27/Oct/2000:09:27:09 -0400] "GET /java/javaResources.html HTTP/1.0" 200

変換後:
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{"host":"123.45.67.89","ident":null,"authuser":null,"datetime":"27/Oct/2000:09:27:09 
 -0400","request":"GET /java/javaResources.html HTTP/1.0","response":"200"}

エージェント CLI コマンド
システムスタートアップ時のエージェントの自動的開始:

sudo chkconfig aws-kinesis-agent on

エージェントのステータスの確認:

sudo service aws-kinesis-agent status

エージェントの停止:

sudo service aws-kinesis-agent stop

この場所からエージェントのログファイルを読む:

/var/log/aws-kinesis-agent/aws-kinesis-agent.log

エージェントのアンインストール:

sudo yum remove aws-kinesis-agent

Kinesis Data StreamsAWS 使用
以下は、Kinesis データストリームと直接統合して Kinesis Data StreamsAWS にデータを書き込むことが
できる他のサービスのリストです。

トピック
• AWS Amplify (p. 113)
• Amazon Aurora (p. 114)
• アマゾン CloudFront  (p. 114)
• CloudWatch アマゾンログ (p. 114)
• Amazon Connect (p. 114)
• AWS Database Migration Service (p. 114)
• Amazon DynamoDB (p. 115)
• アマゾン EventBridge  (p. 115)
• AWS IoT Core (p. 115)
• Amazon Relational Database Service (p. 115)
• Amazon Pinpoint  (p. 115)
• Amazon Quantum Ledger Database  (p. 115)

AWS Amplify
Amazon Kinesis Data Streams を使用して、リアルタイム処理を行うために、AWS Amplify で構築した
モバイルアプリケーションからのデータを簡単にストリーミングすることができます。その後、リアル
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タイムのダッシュボードを構築し、例外を把握してアラートを生成し、推奨事項を提示し、その他のビ
ジネス上または運用上の意思決定をリアルタイムで行うことができます。また、Amazon Simple Storage 
Service、Amazon DynamoDB、Amazon Redshift など他のサービスに容易にデータを送信することもでき
ます。

詳細については、AWSAmplify デベロッパーセンターの「Amazon Kinesis の使用」を参照してください。

Amazon Aurora
Amazon Kinesis Data Streams を使用して Amazon Aurora DB クラスターのアクティビティをモニタリ
ングできます。データベースアクティビティストリームを使用して、Aurora DB クラスターはアクティビ
ティを Amazon Kinesis データストリームにリアルタイムでプッシュします。その後、これらのアクティ
ビティを実行して監査し、アラートを生成するコンプライアンス管理用のアプリケーションを構築できま
す。Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを保存することもできます。

詳細については、Amazon Aurora 開発者ガイドの「データベースアクティビティストリーム」を参照して
ください。

アマゾン CloudFront
CloudFront リアルタイムログで Amazon Kinesis Data Streams を使用して、ディストリビューションに
対して行われたリクエストに関する情報をリアルタイムで取得できます。その後、独自の Kinesis デー
タストリームコンシューマーを構築することも、Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、ログデー
タを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Redshift、Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service)、またはサードパーティーのログ処理サービスに送信することもできます。

詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「リアルタイムログ」を参照してください。

CloudWatch アマゾンログ
CloudWatch サブスクリプションを使用して、Amazon CloudWatch Logs からのログイベントのリアルタ
イムフィードにアクセスし、カスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムを使用して、Amazon 
Kinesis Data Streams に配信することができます。

詳細については、Amazon CloudWatch Logs Guide（サブスクリプションでログデータをリアルタイム処
理）の Real-time processing with subscriptions（サブスクリプションでログデータをリアルタイム処理）
の Real-time processing with subscriptions（サブスクリプション

Amazon Connect
Kinesis Data Streams を使用して、Amazon Connect インスタンスから問い合わせレコードおよびエー
ジェントイベントをリアルタイムでエクスポートできます。その後、問い合わせの分析をリアルタイムで
実行し、データを処理するコンシューマーアプリケーションを構築できます。

詳細については、Amazon Connect 管理者ガイドの「インスタンスのデータストリーミング」を参照して
ください。

AWS Database Migration Service
AWS Database Migration Serviceを使用して、Amazon Kinesis Data Streams にデータを移行できます。
さらに、データレコードをリアルタイムで処理するコンシューマーアプリケーションを構築することもで
きます。また、Amazon Simple Storage Service、Amazon DynamoDB、Amazon Redshift など、他のサー
ビスにデータを送信することもできます。

詳細については、AWS Database Migration Serviceユーザーガイドの「Kinesis Data Streams 使用」を参
照してください。
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Amazon DynamoDB
Amazon Kinesis Data Streams を使用して Amazon DynamoDB への変更をキャプチャできます。Kinesis 
Data Streams は、DynamoDB テーブルの項目レベルの変更をキャプチャーし、それらを Kinesis Data 
Streams にレプリケートします。コンシューマーアプリケーションはこのストリームにアクセスしてアイ
テムレベルの変更をリアルタイムで確認し、それらの変更を下流に配信したり、コンテンツに基づいてア
クションを実行したりできます。

詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドの「Kinesis Data Streams と DynamoDB との連携」
を参照してください。

アマゾン EventBridge
Kinesis Data Streams を使用して、 EventBridge ストリームに配信したりAWS、コンシューマーアプリ
ケーションを構築したり、大量のデータを処理したりできます。また、Kinesis Data Streams EventBridge 
をパイプのターゲットとして使用し、オプションのフィルタリングとエンリッチメントを行った後、使用
可能なソースのいずれかからのストリームでレコードを配信することもできます。

詳細については、Amazon  EventBridge ユーザーガイドの「Amazon Kinesis ストリームへのイベントの送
信」と「EventBridge パイプ」を参照してください。

AWS IoT Core
IoT ルールアクションを使用してAWS、AWS IoT Core の MQTT メッセージからリアルタイムでデータを
書き込むことができます。その後、データを処理し、その内容を分析してアラートを生成し、AWS分析ア
プリケーションやその他のサービスに配信するアプリケーションを構築できます。

詳細については、『AWSIoT Core 開発者ガイド』の「Kinesis Data Streams」を参照してください。

Amazon Relational Database Service
Amazon Kinesis Data Streams を使用して Amazon RDS インスタンスのアクティビティをモニタリングで
きます。Amazon RDS はデータベースアクティビティストリームを使用して、アクティビティを Amazon 
Kinesis データストリームにリアルタイムでプッシュします。その後、これらのアクティビティを実行し
て監査し、アラートを生成するコンプライアンス管理用のアプリケーションを構築できます。Amazon 
Kinesis Data Firehose を使用してデータを保存することもできます。

詳細については、Amazon RDS 開発者ガイドの「データベースアクティビティストリーム」を参照してく
ださい。

Amazon Pinpoint
Amazon Pinpoint は、Amazon Kinesis Data Streams にイベントデータを送信するように設定することが
できます。Amazon Pinpoint は、キャンペーン、ジャーニー、トランザクション用の Eメールや SMS メッ
セージのイベントデータを送信することができます。その後、データを分析アプリケーションに取り込ん
だり、イベントの内容に基づいてアクションを実行する独自のコンシューマーアプリケーションを構築し
たりできます。

詳細については、Amazon Pinpoint 開発者ガイドの「ストリーミングイベント」を参照してください。

Amazon Quantum Ledger Database
ジャーナルにコミットしたドキュメントリビジョンをすべてキャプチャするストリーミングを作成し、
そのデータを Amazon Kinesis Data Streams にリアルタイムで配信できます。QLDB ストリーミング
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は、台帳のジャーナルから Kinesis データストリームリソースへの連続的なデータのフローです。そ
の後、Kinesis ストリーミングプラットフォームまたは Kinesis Client Library を使用して、ストリーミ
ングの消費、データレコードの処理、およびデータコンテンツの分析を行います。QLDB ストリーム
は、、、という 3 種類のレコードで Kinesis Data Streamsrevision details にデータを書き込みま
す。controlblock summary

詳細については、Amazon QLDB 開発者ガイドの「ストリーム」を参照してください。

サードパーティー統合と使用されているサードパー
ティー統合

Kinesis Data Streams と統合されている次のサードパーティオプションのいずれかを使用して、Kinesis 
Data ストリームにデータを書き込むことができます。

トピック
• Apache Flink (p. 116)
• Fluentd (p. 116)
• デベジウム (p. 116)
• オラクル GoldenGate (p. 116)
• Kafka Connect (p. 117)
• Adobe Experience (p. 117)
• ストリム (p. 117)

Apache Flink
Apache Flinkは、無制限および制限付きのデータストリームに対するステートフルな計算に広く使用され
ている、分散処理エンジンです。Apache Flink から Kinesis Data Streams に書き込む方法の詳細について
は、「Amazon Kinesis Data Streams コネクタ」を参照してください。

Fluentd
Fluentd は、統合ロギングレイヤー用のオープンソースデータコレクターです。Fluentd から Kinesis Data 
Streams に書き込む方法の詳細については。詳細については、「Kinesis によるストリーム処理」を参照し
てください。

デベジウム
Debeziumは、変更データをキャプチャするためのオープンソースの分散プラットフォームで
す。Debezium から Kinesis Data Streams に書き込む方法の詳細については、「MySQL データの変更を 
Amazon Kinesis にストリーミングする」を参照してください。

オラクル GoldenGate
GoldenGate オラクルは、あるデータベースから別のデータベースへのデータの複製、フィルタリング、
変換を可能にするソフトウェア製品です。Oracle から Kinesis Data Streams への書き込みの詳細について
は GoldenGate、「Oracle を使用した Kinesis データストリームへのデータレプリケーション」を参照し
てください GoldenGate。
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Kafka Connect
Kafka Connect は、Apache Kafka と他のシステム間でスケーラブルかつ確実にデータをストリーミングす
るためのツールです。Apache Kafka から Kinesis データストリームにデータを書き込む方法の詳細につい
ては、Kinesis Kafka コネクタを参照してください。

Adobe Experience
Adobe Experience Platformを使用すると、組織はあらゆるシステムの顧客データを一元化して標準化でき
ます。次に、データサイエンスと機械学習を適用して、パーソナライズされたリッチなエクスペリエンス
の設計と提供を劇的に改善します。アドビエクスペリエンスプラットフォームから Kinesis Data Streams 
にデータを書き込む方法の詳細については、「Amazon Kinesis 接続を作成する方法」を参照してくださ
い。

ストリム
Striimは end-to-end、データをリアルタイムで収集、フィルタリング、変換、強化、集約、分析、配信す
るための完全なインメモリプラットフォームです。Striim から Kinesis データストリームにデータを書き込
む方法の詳細については、Kinesis Writer を参照してください。

Amazon Kinesis Data Streams プロデューサーのト
ラブルシューティング

以下のセクションでは、Amazon Kinesis Data Streams 製品の使用時に発生する可能性がある一般的な問
題に対する解決策を示します。

• プロデューサーアプリケーションの書き込みの速度が予想よりも遅い (p. 117)
• 承認されていない KMS マスターキーの権限エラー (p. 118)
• プロデューサーの一般的な問題、質問、トラブルシューティングのアイデア (p. 119)

プロデューサーアプリケーションの書き込みの速度が
予想よりも遅い
書き込みのスループットが予想よりも遅くなる最も一般的な理由は次のとおりです。

• サービスの制限を超過している (p. 117)
• プロデューサーの最適化 (p. 118)

サービスの制限を超過している
サービスの制限を超過している 呼び出しによって制限が異なることに注意して、クォータと制限 (p. 7) を
確認してください。たとえば、書き込みと読み取りのシャードレベルの制限は最もよく知られています
が、以下のようなストリームレベルの制限もあります。

• CreateStream
• DeleteStream
• ListStreams
• GetShardイテレータ
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• MergeShards
• DescribeStream
• DescribeStream概要

CreateStream、DeleteStream、ListStreams、 GetShardIterator、MergeShards のオペレー
ションは、1 秒あたり 5 個の呼び出しに制限されます。DescribeStream オペレーションは、1 秒あたり 
10 個の呼び出しに制限されます。DescribeStreamSummary オペレーションは、1 秒あたり 20 個の呼
び出しに制限されます。

このような呼び出しが原因でない場合は、選択したパーティションキーを使用してすべてのシャードに
put オペレーションを均等に分散できること、どのパーティションキーもサービスの制限に達していない
ことを確認します。これには、ピークスループットを測定して、ストリームのシャードの数を考慮する必
要があります。ストリーム管理の詳細については、「ストリームの作成と管理 (p. 68)」を参照してくださ
い。

Tip

シングルレコードオペレーション PutRecord では、スループットスロットリングの計算結果がキ
ロバイト単位に四捨五入されます。マルチレコードオペレーション PutRecords では、各セルの
レコードの累計が四捨五入されます。たとえば、PutRecords は 1.1 KB になる 600 レコードの
リクエストをスロットリングしません。

プロデューサーの最適化
プロデューサーの最適化を始める前に、完了しておかなければならない重要なタスクがいくつかありま
す。最初に、レコードのサイズと 1 秒あたりのレコード数で必要となるスループットピークを特定しま
す。次に、制限要素としてのストリーム容量を除外します (サービスの制限を超過している (p. 117))。
ストリーム容量を除外している場合は、以下のプロデューサーの 2 つの一般的なタイプのトラブルシュー
ティングのヒントと最適化のガイドラインを使用します。

ラージプロデューサー

ラージプロデューサーは、通常オンプレミスサーバーまたは Amazon EC2 インスタンスから実行されま
す。ラージプロデューサーからより高いスループットを必要とするお客様は、通常レコードあたりのレ
イテンシーに注意を払います。レイテンシーに対処するための戦略には、次のものがあります。お客様が
レコードをマイクロバッチ/バッファリングできる場合は、Kinesis プロデューサーライブラリ（高度な集
約ロジックを持つ）、マルチレコード操作PutRecordsまたは、シングルレコード操作を使用する前に、
レコードを大きなファイルに集約します。PutRecord。バッチ/バッファを使用できない場合は、複数のス
レッドを使用して、Kinesis Data Streams サービスに同時に書き込みます。AWS SDK for Java とその他の 
SDK には、ごく少数のコードでこれを実行できる非同期クライアントが含まれます。

スモールプロデューサー

スモールプロデューサーは、通常モバイルアプリケーション、IoT デバイス、またはウェブクライア
ントです。モバイルアプリの場合は、PutRecords操作またはKinesis ス・レコーダーはAWSモバイ
ル SDK。詳細については、「」を参照してください。AWS Mobile SDK for Android入門ガイドとAWS 
Mobile SDK for iOS入門ガイド。モバイルアプリケーションは、本来断続的な接続を処理する必要があ
り、PutRecords のようなバッチ put タイプを必要とします。何らかの理由でバッチを使用できない場合
は、上記のラージプロデューサーの情報を参照してください。プロデューサーがブラウザの場合、生成さ
れるデータの量は通常非常に小さなものとなります。ただし、アプリケーションの重要なパスに put オペ
レーションを配置することはお勧めしません。

承認されていない KMS マスターキーの権限エラー
このエラーは、プロデューサーアプリケーションが KMS マスターキーに対するアクセス許可なしで、暗
号化されたストリームに書き込みを行うときに発生します。KMS キーにアクセスするためのアクセス許可
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プロデューサーの一般的な問題、質

問、トラブルシューティングのアイデア

をアプリケーションに割り当てるには、「」を参照してください。でのキーポリシーの使用AWSKMSそし
てIAM ポリシーの使用AWSKMS。

プロデューサーの一般的な問題、質問、トラブル
シューティングのアイデア
• Kinesis データストリームが 500 内部サーバーエラーを返すのはなぜですか?
• Flink から Kinesis Data Streams に書き込むときのタイムアウトエラーのトラブルシューティング方法を

教えてください。
• Kinesis Data Streams のスロットリングエラーのトラブルシューティング方法を教えてください。
• Kinesis データストリームがスロットリングされるのはなぜですか?
• KPL を使用して、データレコードを Kinesis データストリームに書き込む方法を教えてください。

Kinesis Data Streams プロデューサー向けの高度な
トピック

このセクションでは、Amazon Kinesis Data Streams プロデューサーを最適化する方法について説明しま
す。

トピック
• KPL の再試行とレート制限 (p. 119)
• KPL 集約を使用するときの考慮事項 (p. 120)

KPL の再試行とレート制限
KPL を使用して Kinesis プロデューサーライブラリ (KPL) ユーザーレコードを追加する場
合addUserRecord()オペレーションでは、レコードにタイムスタンプが与えられ、期限が設定された
バッファにRecordMaxBufferedTime設定パラメータ。このタイムスタンプと期限の組み合わせにより、
バッファの優先順位が設定されます。レコードは、次の条件に基づいてバッファからフラッシュされま
す。

• バッファの優先度
• 集約設定
• 収集設定

バッファの動作に影響を与える集約および収集の設定パラメータは次のとおりです。

• AggregationMaxCount
• AggregationMaxSize
• CollectionMaxCount
• CollectionMaxSize

フラッシュされたレコードは、Kinesis データストリーム API オペレーションの呼び出しを使
用して Amazon Kinesis Data Streams レコードとして Kinesis データストリームに送信されま
す。PutRecords。PutRecords オペレーションはストリームにリクエストを送信しますが、すべての失
敗または部分的な失敗を示す場合があります。失敗したレコードは、自動的に KPL バッファに戻されま
す。新しい期限は、次の 2 つの値のうち小さい方に基づいて設定されます。
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KPL 集約を使用するときの考慮事項

• 現在の RecordMaxBufferedTime 設定の半分
• レコードのtime-to-live値

この戦略では、再試行した KPL ユーザーレコードをそれ以降の Kinesis Data Streams API コールに含め
ることができ、Kinesis Data Streams レコードを適用しながら、スループットを改善し、複雑さを減らす
ことができます。time-to-live値. バックオフアルゴリズムがないため、これは比較的積極的な再試行戦略で
す。過剰な再試行による大量送信は、次のセクションで説明するレート制限により防止できます。

レート制限
KPL にはレート制限機能があり、1 つのプロデューサーからの送信されるシャード単位のスループット
を制限できます。レート制限は、Kinesis Data Streams のレコードとバイトに別々のバケットを使用する
トークンバケットアルゴリズムを使用して実装されています。Kinesis Data Streams への書き込みが成功
するたびに、特定のしきい値に達するまで各バケットに 1 つまたは複数のトークンが追加されます。この
しきい値は設定できますが、デフォルトでは実際のシャード制限より 50 パーセント大きく設定され、単
一のプロデューサーによるシャードの飽和が許されています。

この制限を小さくすることにより、過剰な再試行による大量送信を抑制できます。ただし、ベストプラク
ティスは、各プロデューサーについて、最大スループットまで積極的に再試行することと、ストリームの
容量を拡大し、適切なパーティションキー戦略を実装することにより、結果的に過剰と判断されたスロッ
トリングを適切に処理することです。

KPL 集約を使用するときの考慮事項
結果として得られる Amazon Kinesis Data Streams レコードのシーケンス番号方式は同じままですが、集
約された Kinesis Data Streams レコードに含まれる Kinesis プロデューサーライブラリ (KPL) ユーザーレ
コードのインデックス作成は 0 (ゼロ) から始まります。KPL ユーザーレコードを一意に識別する番号で
は、(KPL ユーザーレコードから KPL ユーザーレコードへの Kinesis Data Streams レコードへの集約解除) 
とその後の集約解除 (KPL ユーザーレコードへの KPL ユーザーレコードへの集約解除) で自動的に考慮さ
れるため、この処理は無視してかまいません。これは、コンシューマーがと KCL のどちらを使用している
場合でも適用されます。AWSSDK。で提供される API を使用してコンシューマーが書かれている場合、こ
の集約機能を使用するには、KPL の Java 部分をビルドに組み込む必要があります。AWSSDK。

KPL ユーザーレコードの一意な識別子としてシーケンス番号を使用する場合は、契約遵守を使用するこ
とをお勧めします。public int hashCode()そしてpublic boolean equals(Object obj)で
提供されるオペレーションRecordそしてUserRecordKPL ユーザレコードの比較を有効にします。さ
らに、KPL ユーザーレコードのサブシーケンス番号を調べる必要がある場合は、そのユーザーレコード
をUserRecordインスタンスを作成し、そのサブシーケンス番号を取得します。

詳細については、コンシューマーの集約解除 (p. 96)を参照してください。
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Amazon Kinesis Data Streams から
のデータの読み取り

コンシューマーは、Kinesis Data Streams からのデータを処理するアプリケーションです。コンシュー
マーで拡張ファンアウトを使用すると、独自の 2 MB/秒の読み取りスループットが割り当てられ、その読
み取りスループットを他のコンシューマーと競合することなく、複数のコンシューマーが並行して同じ
ストリームからデータを読み取ることができます。シャードの拡張ファンアウト機能を使用するには、ス
ループット専有 (拡張ファンアウト) カスタムコンシューマーの開発 (p. 164)を参照してください。

デフォルトでは、ストリーム内のシャードの読み取りスループットはシャードあたり 2 MB/秒です。この
スループットは、指定されたシャードから読み取りを行うすべてのコンシューマー間で共有されます。
つまり、シャードあたり 2 MB/秒のデフォルトのスループットは固定であり、そのシャードから複数のコ
ンシューマーが読み取る場合でも変わりません。このデフォルトのシャードのスループットを使用するに
は、スループット共有カスタムコンシューマーの開発 (p. 135)を参照してください。

次の表で、拡張ファンアウトのデフォルトのスループットを比較します。メッセージ伝達遅延時間は、
ペイロードを送信する API (や) を使用して送信されたペイロードが、ペイロードを消費する API (や 
PutRecord PutRecords) を経由してコンシューマーアプリケーションに到達するまでにかかった時間 (ミリ
秒 SubscribeToShard) として定義されます。 GetRecords

特徴 拡張ファンアウトを使用しない未登録
コンシューマー

拡張ファンアウトを使用する登録済み
コンシューマー

シャードの読み取り
スループット

シャードあたり合計 2 MB/秒で固定。
同じシャードから読み取るコンシュー
マーが複数ある場合、それらのすべて
がこのスループットを共有します。こ
れらがシャードから受け取るスルー
プットの合計は、2 MB/秒を超えませ
ん。

拡張ファンアウトを使用するコン
シューマーが登録されるにつれてス
ケールされます。拡張ファンアウト
を使用するように登録された各コン
シューマーは、他のコンシューマーと
は関係なく、シャードあたりに受け取
る独自の読み取りスループットが最大 
2 MB/秒です。

メッセージ伝達遅延 ストリームから読み取るコンシュー
マーが 1 つの場合は平均約 200 ms で
す。コンシューマーが 5 つの場合、こ
の平均は最大約 1,000 ms まで上がり
ます。

コンシューマーが 1 つまたは 5 つかに
よって、一般的に平均 70 ms です。

コスト 該当なし データ取得コストおよびコンシュー
マー - シャード時間料金がかかりま
す。詳細については、Amazon Kinesis 
Data Streams の料金表を参照してくだ
さい。

レコードの配信モデ
ル

を使用した HTTP 経由のプルモデ
ルGetRecords。

Kinesis Data Streams は、を使用
し、HTTP/2 SubscribeToShard経由で
レコードをユーザーにプッシュしま
す。

トピック
• Kinesis コンソールでのデータビューアーの使用 (p. 122)
• AWS Lambda を使用したコンシューマーの開発 (p. 122)
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Kinesis コンソールでのデータビューアーの使用

• Amazon Kinesis Data Analytics を使用したコンシューマーの開発 (p. 123)
• Amazon Kinesis Data Firehose を使用したコンシューマーの開発 (p. 123)
• Kinesis クライアントライブラリの使用 (p. 123)
• スループット共有カスタムコンシューマーの開発 (p. 135)
• スループット専有 (拡張ファンアウト) カスタムコンシューマーの開発 (p. 164)
• コンシューマーを KCL 1.x から KCL 2.x に移行する (p. 173)
• 他のAWSサービスの使用 (p. 182)
• サードパーティー統合と使用されている (p. 183)
• Kinesis データストリームコンシューマーのトラブルシューティング (p. 184)
• Amazon Kinesis Data Streams コンシューマー向けの高度なトピック (p. 188)

Kinesis コンソールでのデータビューアーの使用
Kinesis Management Console のデータビューアーを使用すると、コンシューマーアプリケーションを開
発しなくても、データストリームの指定されたシャード内のデータレコードを表示できます。Data Viewer 
を使用した、以下のステップに従ってください。

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

2. データビューアでレコードを表示したいアクティブなデータストリームを選択し、データビューアタ
ブを選択します。

3. 選択したアクティブなデータストリームの [データビューア] タブで、レコードを表示するシャードを
選択し、開始位置を選択して、[レコードを取得] をクリックします。開始位置は、以下のいずれかの
値に設定できます。

• シーケンス番号:シーケンス番号フィールドで指定されたシーケンス番号で示される位置からのレ
コードを表示します。

• シーケンス番号の後:シーケンス番号フィールドで指定されたシーケンス番号で示される位置の直後
のレコードを表示します。

• タイムスタンプ時:タイムスタンプフィールドで指定されたタイムスタンプで示される位置からのレ
コードを表示します。

• トリムホライズン:シャード内の最後のトリミングされていないレコード（シャード内で最も古い
データレコード）のレコードを表示します。

• 最新:シャード内の最新レコードの直後にレコードを表示して、シャード内の最新データを常に読み
込めるようにします。

指定されたシャード ID と開始位置と一致する生成されたデータレコードは、コンソールのレコード
テーブルに表示されます。一度に表示されるレコードは最大 50 件です。次のレコードセットを表
示するには、[次へ] ボタンをクリックします。

4. 個々のレコードをクリックすると、そのレコードペイロードが生データまたは JSON 形式で別のウィ
ンドウに表示されます。

データビューアーで [レコードを取得] または [次へ] ボタンをクリックすると GetRecordsAPI が呼び出さ
れ、API の制限である 1 秒あたり 5 トランザクションに適用されることに注意してください。GetRecords

AWS Lambda を使用したコンシューマーの開発
AWS Lambda 関数を使用して、データストリームのレコードを処理できます。AWS Lambdaは、サーバー
をプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要
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Kinesis Data Analytics の使用

に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にス
ケーリングします。料金は、コンピューティングに使用した時間に対してのみ発生します。実行中でなけ
ればコードに課金されることはありません。AWS Lambda では、実質どのようなタイプのアプリケーショ
ンやバックエンドサービスでもコードを実行でき、一切の管理が不要です。可用性の高いコンピューティ
ングインフラストラクチャでコードを実行し、コンピューティングリソースの管理をすべて担当します。
これにはサーバーおよびオペレーティングシステムの管理、キャパシティーのプロビジョニングおよび
自動スケーリング、コードのモニタリングおよびログ記録などが含まれます。詳細については、Amazon 
Kinesis で AWS Lambda を使用するを参照してください。

トラブルシューティング情報については、Kinesis Data Streams トリガーが Lambda 関数を呼び出すこと
ができないのはなぜですか?を参照してください。

Amazon Kinesis Data Analytics を使用したコン
シューマーの開発

Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションを使用すると、SQL、Java または Scala を使用して 
Kinesis ストリーミングデータを処理および分析できます。Kinesis Data Analytics アプリケーションは、
リファレンスソースを使用したデータの強化、時間の経過によるデータ集計、または機械学習を使用し
たデータ異常の検出を行うことができます。次に、別の Kinesis ストリーム、Kinesis Data Firehose 配信
ストリーム、または Lambda 関数に分析結果を書き込むことができます。詳細については、SQL アプリ
ケーションの Kinesis Data Analytics デベロッパーガイドまたは Flink アプリケーションの Kinesis Data 
Analytics デベロッパーガイドを参照してください。

Amazon Kinesis Data Firehose を使用したコン
シューマーの開発

Kinesis Data Firehose を使用して、Kinesis ストリームからレコードを読み取り、処理できます。Kinesis 
Data Firehose は、Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon Redshift、Amazon Service、や Splunk など
の送信先にリアルタイムのストリーミングデータを配信する、 OpenSearch 完全マネージド型サービス
です。また、Kinesis Firehose は、カスタム HTTP エンドポイント、または Datadog、MongoDB、New 
Relic など、サポートされているサードパーティーサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイン
トをサポートします。データを変換し、レコード形式を変換してからデータを送信先に配信するように 
Kinesis Data Firehose を設定することもできます。詳細については、Kinesis Data Streams を使用した 
Kinesis Data Firehose への書き込みを参照してください。

Kinesis クライアントライブラリの使用
KDS データストリームからデータを処理できるカスタムコンシューマアプリケーションを開発する方法の 
1 つは、Kinesis クライアントライブラリ (KCL) を使用することです。

トピック
• Kinesis クライアントライブラリとは何ですか? (p. 124)
• KCL 使用可能なバージョン  (p. 124)
• KCL の概念  (p. 125)
• リーステーブルを使用して KCL コンシューマアプリケーションによって処理されたシャードを追跡す

る (p. 126)
• Java コンシューマアプリケーションの同じ KCL 2.x で複数のデータストリームを処理する (p. 132)
• Kinesis クライアントライブラリとAWSスキーマレジストリ (p. 134)
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Note

KCL 1.x と KCL 2.x の両方で、使用シナリオに応じて、最新の KCL 1.x バージョンまたは KCL 
2.x バージョンにアップグレードすることをお勧めします。KCL 1.x と KCL 2.x は、最新の依存関
係とセキュリティパッチ、バグ修正、下位互換性のある新機能を含む新しいリリースで定期的に
更新されます。詳細については、「」を参照してください。https://github.com/awslabs/amazon-
kinesis-client/リリース。

Kinesis クライアントライブラリとは何ですか?
KCL は、分散コンピューティングに関連する複雑なタスクの多くを処理することで、Kinesis データスト
リームからデータを消費および処理するのに役立ちます。これには、複数のコンシューマーアプリケー
ションインスタンス間での負荷分散、コンシューマーアプリケーションインスタンスの障害に対する応
答、処理済みのレコードのチェックポイント作成、リシャーディングへの対応が挙げられます。KCL はこ
れらのサブタスクをすべて処理するため、カスタムレコード処理ロジックの記述に集中できます。

KCL は、で利用可能な Kinesis Data Streams API とは異なります。AWSSDK。Kinesis Data Streams 
API は、ストリームの作成、リシャーディング、レコードの入力と取得など、Kinesis Data Streams の
さまざまな要素を管理するのに役立ちます。KCL は、これらすべてのサブタスクの抽象化レイヤーを提
供します。具体的には、コンシューマーアプリケーションのカスタムデータ処理ロジックに集中できま
す。Kinesis Data Streams API の詳細については、Amazon Kinesis API リファレンス。

Important

KCL は Java ライブラリです。Java以外の言語Support は、MultiLangデーモン。このデーモン
は Java ベースで、Java 以外の KCL 言語を使用しているときにバックグラウンドで実行されま
す。たとえば、KCL for Python をインストールして、コンシューマーアプリケーションをすべて 
Python で書く場合でも、MultiLangデーモン。さらに、MultiLangデーモンには、ユースケースに
合わせてカスタマイズする必要のあるデフォルト設定例があります。AWS接続先のリージョン。
の詳細については、「」を参照してください。MultiLangデーモンオンGitHub「」を参照してくだ
さい。KCLMultiLangデーモンプロジェクト。

KCL は、レコード処理ロジックと Kinesis Data Streams との仲介として機能します。KCL は次のタスクを
実行します。

• データストリームに接続します。
• データストリーム内のシャードを列挙します。
• リースを使用して、ワーカーとのシャードの関連付けを調整する
• レコードプロセッサで管理する各シャードのレコードプロセッサをインスタンス化する
• データストリームからデータレコードを取得します。
• 対応するレコードプロセッサにレコードを送信する
• 処理されたレコードのチェックポイントを作成する
• ワーカーインスタンス数が変更されたとき、またはデータストリームがリシャード（シャードが分割ま

たはマージされる）ときに、シャードワーカーの関連付け（リース）のバランスをとります。

KCL 使用可能なバージョン
現在、次のいずれかのサポートされている KCL バージョンを使用して、カスタムコンシューマーアプリ
ケーションを構築できます。

• KCL 1.x

詳細については、「」を参照してください。KCL 1.x コンシューマーの開発 (p. 135)
• KCL 2.x

詳細については、「」を参照してください。KCL 2.x コンシューマーの開発 (p. 149)
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KCL 1.x または KCL 2.x のいずれかを使用して、共有スループットを使用するコンシューマアプリケー
ションを構築できます。詳細については、「」を参照してくださいKCL を使用したスループット共有カス
タムコンシューマーの開発 (p. 135)

専用スループット（拡張ファンアウトコンシューマー）を使用するコンシューマアプリケーションを構築
するには、KCL 2.x のみを使用できます。詳細については、「」を参照してくださいスループット専有 (拡
張ファンアウト) カスタムコンシューマーの開発 (p. 164)

KCL 1.x と KCL 2.x の違い、および KCL 1.x から KCL 2.x に移行する方法については、を参照してくださ
い。コンシューマーを KCL 1.x から KCL 2.x に移行する (p. 173)。

KCL の概念
• KCL コンシューマーアプリケーション— KCL を使用してカスタムビルドされ、データストリームから

レコードを取得して処理するように設計されたアプリケーション。
• コンシューマアプリケーションインスタンス-KCL コンシューマアプリケーションは、通常、障害時の調

整とデータレコード処理の負荷分散のために、1 つ以上のアプリケーションインスタンスが同時に実行
され、分散されます。

• ワーカー— KCL コンシューマーアプリケーションインスタンスがデータの処理を開始するために使用す
る高レベルクラス。

Important

各 KCL コンシューマーアプリケーションインスタンスには 1 つのワーカーがあります。

ワーカーは、シャードとリース情報の同期、シャード割り当ての追跡、シャードからのデータの処理
など、さまざまなタスクを初期化し、監督します。ワーカーは KCL に、この KCL コンシューマアプリ
ケーションが処理しようとしているデータを記録するデータストリームの名前など、コンシューマアプ
リケーションの設定情報を KCL に提供します。AWSこのデータストリームにアクセスするために必要
な資格情報。ワーカーは、その特定の KCL コンシューマアプリケーションインスタンスを開始して、
データストリームからレコードプロセッサにデータレコードを配信します。

Important

KCL 1.x では、このクラスが呼び出されます。ワーカー。詳細については、(Java KCL リポ
ジトリです)、を参照してください。https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-client/blob/
v1.x/src/main/java/com/Amazonaws/services/kinesis/clientLibrary/lib/worker/worker.java。KCL 
2.x では、このクラスはスケジューラー。KCL 2.x のスケジューラの目的は、KCL 1.x のワー
カーの目的と同じです。KCL 2.x のスケジューラクラスの詳細については、を参照してくださ
い。https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-client/blob/master/amazon-kinesis-client/src/ 
main/java/software/amazon/kinesis/coordinator/Scheduler.java。

• リースリース— ワーカーとシャード間のバインディングを定義するデータ。分散型 KCL コンシューマ
アプリケーションは、リースを使用して、複数のワーカー間でデータレコード処理を分割します。任意
の時点で、データレコードの各シャードは、LeaseKey変数.

デフォルトでは、作業者は 1 つ以上のリースを保持できます（maxLeasesForワーカー変数) を同時に実
行できます。

Important

すべてのワーカーは、データストリーム内の利用可能なすべてのシャードについて、利用可能
なすべてのリースを保持すると競合します。しかし、一度に各リースを正常に保持できるのは1
人のワーカーだけです。

たとえば、4 つのシャードを持つデータストリームを処理しているワーカー A を持つコンシューマアプ
リケーションインスタンス A がある場合、ワーカー A はシャード 1、2、3、および 4 へのリースを同時
に保持できます。ただし、コンシューマアプリケーションインスタンスが 2 つある場合は、次のように
なります。A と B はワーカー A とワーカー B で、これらのインスタンスは 4 つのシャードを持つデー
タストリームを処理しています。ワーカー A とワーカー B はシャード 1 へのリースを同時に保持できま
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せん。あるワーカーは、このシャードのデータレコードの処理を停止する準備ができるまで、または失
敗するまで、特定のシャードへのリースを保持します。ある作業者がリースの保留を停止すると、別の
作業者がリースを引き取り、保留します。

詳細については、(Java KCL リポジトリです)、を参照してください。https://github.com/awslabs/
amazon-kinesis-client/blob/v1.x/src/main/java/com/amazonaws/services/kinesis/leases/impl/
lease.javaKCL 1.x およびhttps://github.com/awslabs/amazon-kinesis-client/blob/master/amazon-kinesis-
client/src/main/java/software/amazon/kinesis/leases/Lease.javaKCL 2.x の場合.

• リーステーブル-KCL コンシューマーアプリケーションのワーカーによってリースおよび処理されてい
る KDS データストリーム内のシャードを追跡するために使用される一意の Amazon DynamoDB テーブ
ル。リーステーブルは、KCL コンシューマアプリケーションの実行中に、データストリームからの最新
のシャード情報と（ワーカー内およびすべてのワーカー間で）同期を維持する必要があります。詳細に
ついては、「」を参照してくださいリーステーブルを使用して KCL コンシューマアプリケーションに
よって処理されたシャードを追跡する (p. 126)

• レコードプロセッサ— KCL コンシューマーアプリケーションがデータストリームから取得したデータを
処理する方法を定義するロジック。実行時に、KCL コンシューマアプリケーションインスタンスがワー
カーをインスタンス化し、このワーカーは、リースを保持するシャードごとに 1 つのレコードプロセッ
サをインスタンス化します。

リーステーブルを使用して KCL コンシューマアプリ
ケーションによって処理されたシャードを追跡する
トピック

• リーステーブルとは何ですか (p. 126)
• スループット (p. 127)
• KDS データストリームのシャードとリーステーブルの同期方法 (p. 128)

リーステーブルとは何ですか
Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションごとに、KCL は一意のリーステーブル（Amazon 
DynamoDB テーブルに格納されている）を使用して、KCL コンシューマーアプリケーションのワーカーに
よってリースおよび処理される KDS データストリーム内のシャードを追跡します。

Important

KCL は、コンシューマーアプリケーションの名前を使用して、このコンシューマーアプリケー
ションが使用するリーステーブル名を作成します。そのため、各コンシューマーアプリケーショ
ン名は一意である必要があります。

リーステーブルは、Amazon DynamoDB コンソールコンシューマアプリケーションの実行中。

KCL コンシューマーアプリケーションのリーステーブルがアプリケーションの起動時に存在しない場合
は、いずれかのワーカーがこのアプリケーションのリーステーブルを作成します。

Important

アカウントには、Kinesis Data Streams 自体に関連するコストに加えて、DynamoDB テーブルに
関連するコストが発生します。

リーステーブルの各行は、コンシューマーアプリケーションのワーカーによって処理中のシャード
を表します。KCL コンシューマアプリケーションが 1 つのデータストリームのみを処理する場合
は、leaseKeyシャード ID は、リーステーブルのハッシュキーです。例えばJava コンシューマアプリ
ケーションの同じ KCL 2.x で複数のデータストリームを処理する (p. 132)とすると、LeaseKey の構造
は次のようになります。account-id:StreamName:streamCreationTimestamp:ShardId。 たとえ
ば、111111111:multiStreamTest-1:12345:shardId-000000000336。
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シャード ID に加えて、各行には次のデータが含まれます。

• チェックポイント: シャードの最新チェックポイントのシーケンス番号。この値はデータストリームのす
べてのシャードで一意です。

• checkpointSubSequence: 番号: Kinesis プロデューサーライブラリの集約機能を使用する場合、これ
はチェックポイントKinesis レコード内の個々のユーザレコードを追跡します。

• leaseCounter: ワーカーのリースが他のワーカーに保持されていることをワーカーが検出できるように、
リースのバージョニングに使用されます。

• LeaseKey: リースの一意の識別子。各リースはデータストリームのシャードに固有のもので、一度に 1 
つのワーカーで保持されます。

• leaseOwner: このリースを保持しているワーカー。
• ownerSwitchesSinceチェックポイント: 最後にチェックポイントが書き込まれてから、このリースの

ワーカーが何回変更されたかを示します。
• parentShardId: 子シャードの処理を開始する前に、親シャードが完全に処理済みであることを確認する

ために使用します。これにより、レコードがストリームに入力されたのと同じ順序で処理されるように
なります。

• ハッシュレンジ: で使われるPeriodicShardSyncManager定期的に同期を実行して、リーステーブル
で欠落しているシャードを見つけ、必要に応じてリースを作成します。

Note

このデータは、KCL 1.14 および KCL 2.3 で始まるすべてのシャードのリーステーブルに存
在します。の詳細PeriodicShardSyncManagerリースとシャード間の定期的な同期につ
いては、を参照してください。KDS データストリームのシャードとリーステーブルの同期方
法 (p. 128)。

• チャイルドシャード: で使われるLeaseCleanupManagerをクリックし、子シャードの処理ステータス
を確認し、親シャードをリーステーブルから削除できるかどうかを決定します。

Note

このデータは、KCL 1.14 および KCL 2.3 で始まるすべてのシャードのリーステーブルに存在し
ます。

• ShardId: シャードの ID。

Note

このデータは、リーステーブルに該当する場合のみ存在します。Java コンシューマアプリケー
ションの同じ KCL 2.x で複数のデータストリームを処理する (p. 132)。これは Java 用 KCL 
2.x でのみサポートされており、Java の場合は KCL 2.3 以降で始まります。

• ストリーム名次の形式のデータストリームの識別子。account-
id:StreamName:streamCreationTimestamp。

Note

このデータは、リーステーブルに該当する場合のみ存在します。Java コンシューマアプリケー
ションの同じ KCL 2.x で複数のデータストリームを処理する (p. 132)。これは Java 用 KCL 
2.x でのみサポートされており、Java の場合は KCL 2.3 以降で始まります。

スループット
Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションでプロビジョニングされたスループットの例外が発生し
た場合は、DynamoDB テーブルのプロビジョニングされたスループットを増やす必要があります。KCL 
は、プロビジョニングされたスループットを 1 秒あたりの読み込み 10 回、1 秒あたりの書き込み 10 
回、1 秒あたりの書き込み 10 回ですが、これはアプリケーションでは十分でない場合があります。たとえ
ば、Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションで、頻繁にチェックポイントを作成する場合や、多
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くのシャードで構成されるストリームを処理する場合は、より多くのスループットが必要になる可能性が
あります。

DynamoDB のプロビジョニングされたスループットについては、を参照してください。読み込み/書き込
みキャパシティーモードそしてテーブルとデータの操作のAmazon DynamoDB 開発者ガイド。

KDS データストリームのシャードとリーステーブルの同期方法
KCL コンシューマーアプリケーションのワーカーは、リースを使用して特定のデータストリームから
シャードを処理します。特定の時点でどのシャードをリースしているワーカーに関する情報は、リース
テーブルに格納されます。KCL コンシューマアプリケーションの実行中は、リーステーブルがデータス
トリームからの最新のシャード情報と同期している必要があります。KCL は、コンシューマアプリケー
ションのブートストラップ（コンシューマアプリケーションの初期化時または再起動時）、および処理
中のシャードが終了（リシャーディング）に達するたびに、Kinesis Data Streams サービスから取得した
シャード情報とリーステーブルを同期します。つまり、ワーカーまたは KCL コンシューマアプリケーショ
ンは、最初のコンシューマアプリケーションのブートストラップ中、およびコンシューマアプリケーショ
ンでデータストリームリシャードイベントが発生するたびに、処理中のデータストリームと同期されま
す。

トピック
• KCL 1.0-1.13 と KCL 2.0-2.2 での同期 (p. 128)
• KCL 2.x での同期。KCL 2.3 以降で始まる (p. 128)
• KCL 1.x での同期。KCL 1.14 以降から始まる (p. 130)

KCL 1.0-1.13 と KCL 2.0-2.2 での同期

KCL 1.0-1.13 および KCL 2.0-2.2 では、コンシューマアプリケーションのブートストラップ、および各
データストリームのリシャードイベント中に、KCL は、Kinesis Data Streams サービスから取得した
シャード情報とリーステーブルを同期します。ListShardsまたはDescribeStream検出 API。上記のす
べての KCL バージョンで、KCL コンシューマーアプリケーションの各ワーカーは、コンシューマアプリ
ケーションのブートストラップ中および各ストリームリシャードイベントでリース/シャード同期プロセス
を実行するために、次の手順を完了します。

• 処理中のストリームのデータのすべてのシャードをフェッチします
• リーステーブルからすべてのシャードリースをフェッチします。
• リーステーブルにリースのないオープンシャードをフィルタで除外します。
• 見つかったすべてのオープンシャードと、開いている親を持たない各オープンシャードについて反復処

理します。
• 階層ツリーをその祖先パスを通過して、シャードが子孫であるかどうかを判断します。祖先シャード

が処理されている場合 (リーステーブルに祖先シャードのリースエントリが存在する場合)、または祖
先シャードを処理する必要がある場合 (たとえば、初期位置がTRIM_HORIZONまたはAT_TIMESTAMP)

• コンテキスト内のオープンシャードが子孫である場合、KCL は初期位置に基づいてシャードをチェッ
クポイントし、必要に応じて親のリースを作成します。

KCL 2.x での同期。KCL 2.3 以降で始まる

サポートされている最新バージョンの KCL 2.x (KCL 2.3) 以降では、ライブラリで同期プロセスに対す
る次の変更がサポートされるようになりました。これらのリース/シャード同期の変更により、KCL コン
シューマーアプリケーションから Kinesis Data Streams サービスに対して実行される API 呼び出しの数が
大幅に削減され、KCL コンシューマアプリケーションのリース管理が最適化されます。

• アプリケーションのブートストラップ中に、リーステーブルが空の場合、KCL はListShardAPI のフィ
ルタリングオプション (ShardFilterオプションのリクエストパラメータ）。指定した時刻にオープ
ンしているシャードのスナップショットについてのみリースを取得して作成します。ShardFilterパ
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ラメータ。-ShardFilterパラメータを使用すると、ListShardsアピ。の唯一の必須プロパ
ティShardFilterパラメータは次のとおりです。Type。KCL はTypefilter プロパティとその次の有効
な値を使用して、新しいリースを必要とする可能性のあるオープンシャードのスナップショットを識別
して返します。
• AT_TRIM_HORIZON-応答には、で開いていたすべてのシャードが含まれますTRIM_HORIZON。
• AT_LATEST-応答には、データストリームの現在開いているシャードのみが含まれます。
• AT_TIMESTAMP-応答には、開始タイムスタンプが指定されたタイムスタンプより後または同じ、かつ

終了タイムスタンプが指定されたタイムスタンプより後または同じ、または同じ、または同じ、また
は同じであるすべてのシャードが含まれます。

ShardFilter空のリーステーブルのリースを作成して、で指定したシャードのスナップショットのリー
スを初期化するときに使用されます。RetrievalConfig#initialPositionInStreamExtended。

ShardFilterの詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/ 
API_ShardFilter.html」を参照してください。

• すべてのワーカーがリース/シャード同期を実行して、データストリーム内の最新のシャードでリース
テーブルを最新の状態に保つ代わりに、選択された単一のワーカーリーダーがリース/シャードの同期を
実行します。

• KCL 2.3 はChildShardsのパラメータを返すGetRecordsとSubscribeToShardで発生するリー
ス/シャード同期を実行する APISHARD_ENDクローズドシャードの場合、KCL ワーカーが処理を終
了したシャードの子シャードに対してのみリースを作成できるようにします。コンシューマアプリ
ケーション全体で共有する場合、リース/シャード同期のこの最適化では、ChildShardsのパラメー
タGetRecordsアピ。専用スループット（拡張ファンアウト）コンシューマアプリケーションでは、
リース/シャード同期のこの最適化では、ChildShardsのパラメータSubscribeToShardアピ。詳細に
ついては、「」を参照してください。GetRecords,SubscribeToシャード, およびChildShard。

• 上記の変更により、KCLの動作は、既存のすべてのシャードについて学習するすべての労働者のモデ
ルから、各作業者が所有するシャードの子シャードについてのみ学習する労働者のモデルに移行し
ています。したがって、コンシューマアプリケーションのブートストラップおよびリシャードイベ
ント中に発生する同期に加えて、KCL は、リーステーブル内の潜在的なホールを特定するために、
追加の定期的なシャード/リーススキャンを実行して（つまり、すべての新しいシャードについて
学習する）、データストリームのハッシュ範囲が処理されており、必要に応じてリースを作成しま
す。PeriodicShardSyncManager定期的なリース/シャードスキャンの実行を担当するコンポーネン
トです。

の詳細PeriodicShardSyncManagerKCL 2.3 では、「」を参照してください。https://github.com/
awslabs/amazon-kinesis-client/blob/master/amazon-kinesis-client/src/main/java/software/amazon/kinesis/
LeaseManagementConfig.java #L201-L213。

KCL 2.3 では、新しい設定オプションを設定できるようになりまし
た。PeriodicShardSyncManagerにLeaseManagementConfig:

[Name] (名前) デフォルト値 説明

leasesRecoveryAuditorExecutionFrequency
ミリス

120000（2分） リース・テーブル
で部分的なリース
をスキャンする監
査ジョブの頻度 
(ミリ単位)。オー
ディターがスト
リームのリースの
穴を検出すると、
次の基準に基づい
てシャード同期が
トリガーされま
す。leasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThreshold。
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[Name] (名前) デフォルト値 説明

leasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThreshold3 リーステーブル
内のデータ・スト
リームのリースが
矛盾しているかど
うかを判断するた
めの、定期的な監
査ジョブの信頼し
きい値。監査者が
データ・ストリー
ムに対して同じ不
整合セットを何度
も繰り返し検出す
ると、シャード同
期がトリガーされ
ます。

新規CloudWatchメトリックスも発行され、PeriodicShardSyncManager。詳細については、「」を
参照してくださいPeriodicShardSyncManager (p. 213)

• への最適化を含めるHierarchicalShardSyncerシャードの 1 つのレイヤーに対してのみリースを作
成します。

KCL 1.x での同期。KCL 1.14 以降から始まる

サポートされている最新バージョンの KCL 1.x (KCL 1.14) 以降では、ライブラリで同期プロセスに対す
る次の変更がサポートされるようになりました。これらのリース/シャード同期の変更により、KCL コン
シューマーアプリケーションから Kinesis Data Streams サービスに対して実行される API 呼び出しの数が
大幅に削減され、KCL コンシューマアプリケーションのリース管理が最適化されます。

• アプリケーションのブートストラップ中に、リーステーブルが空の場合、KCL はListShardAPI のフィ
ルタリングオプション (ShardFilterオプションのリクエストパラメータ）。指定した時刻にオープ
ンしているシャードのスナップショットについてのみリースを取得して作成します。ShardFilterパ
ラメータ。-ShardFilterパラメータを使用すると、ListShardsアピ。の唯一の必須プロパ
ティShardFilterパラメータは次のとおりです。Type。KCL はTypefilter プロパティとその次の有効
な値を使用して、新しいリースを必要とする可能性のあるオープンシャードのスナップショットを識別
して返します。
• AT_TRIM_HORIZON-応答には、で開いていたすべてのシャードが含まれますTRIM_HORIZON。
• AT_LATEST-応答には、データストリームの現在開いているシャードのみが含まれます。
• AT_TIMESTAMP-応答には、開始タイムスタンプが指定されたタイムスタンプより後または同じ、かつ

終了タイムスタンプが指定されたタイムスタンプより後または同じ、または同じ、または同じ、また
は同じであるすべてのシャードが含まれます。

ShardFilter空のリーステーブルのリースを作成して、で指定した
シャードのスナップショットのリースを初期化するときに使用されま
す。KinesisClientLibConfiguration#initialPositionInStreamExtended。

ShardFilterの詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/ 
API_ShardFilter.html」を参照してください。

• すべてのワーカーがリース/シャード同期を実行して、データストリーム内の最新のシャードでリース
テーブルを最新の状態に保つ代わりに、選択された単一のワーカーリーダーがリース/シャードの同期を
実行します。

• KCL 1.14 はChildShardsのパラメータを返すGetRecordsとSubscribeToShardで発生するリース/
シャード同期を実行する APISHARD_ENDクローズドシャードの場合、KCL ワーカーが処理を終了した
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シャードの子シャードに対してのみリースを作成できるようにします。詳細については、「」を参照し
てください。GetRecordsそしてChildShard。

• 上記の変更により、KCLの動作は、既存のすべてのシャードについて学習するすべての労働者のモデ
ルから、各作業者が所有するシャードの子シャードについてのみ学習する労働者のモデルに移行し
ています。したがって、コンシューマアプリケーションのブートストラップおよびリシャードイベ
ント中に発生する同期に加えて、KCL は、リーステーブル内の潜在的なホールを特定するために、
追加の定期的なシャード/リーススキャンを実行して（つまり、すべての新しいシャードについて
学習する）、データストリームのハッシュ範囲が処理されており、必要に応じてリースを作成しま
す。PeriodicShardSyncManager定期的なリース/シャードスキャンの実行を担当するコンポーネン
トです。

メトリックKinesisClientLibConfiguration#shardSyncStrategyTypeは、 
に設定されます。ShardSyncStrategyType.SHARD_END,PeriodicShardSync 
leasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThresholdは、シャード同期を強制する
ために、リーステーブル内のホールを含む連続スキャンの数のしきい値を決定するために使用されま
す。メトリックKinesisClientLibConfiguration#shardSyncStrategyTypeは、 に設定されま
す。ShardSyncStrategyType.PERIODIC,leasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThresholdは
無視されます。

の詳細PeriodicShardSyncManagerKCL 1.14では、https://github.com/awslabs/amazon-
kinesis-client/blob/v1.x/src/main/java/com/amazonaws/services/kinesis/clientLibrary/lib/worker/
KinesisClientLibConfiguration.java #L987-L999。

KCL 1.14 では、新しいコンフィギュレーションオプションを設定できるようになりまし
たPeriodicShardSyncManagerにLeaseManagementConfig:

[Name] (名前) デフォルト値 説明

leasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThreshold3 リーステーブル
内のデータ・スト
リームのリースが
矛盾しているかど
うかを判断するた
めの、定期的な監
査ジョブの信頼し
きい値。監査者が
データ・ストリー
ムに対して同じ不
整合セットを何度
も繰り返し検出す
ると、シャード同
期がトリガーされ
ます。

新規CloudWatchメトリックスも発行され、PeriodicShardSyncManager。詳細については、「」を
参照してくださいPeriodicShardSyncManager (p. 213)

• KCL 1.14 は、遅延リースのクリーンアップもサポートするようになりました。リースは次の方法で非同
期的に削除されます。LeaseCleanupManager到達時にSHARD_END、シャードがデータストリームの
保持期間を過ぎたか、リシャーディング操作の結果としてクローズされたとき。

設定に新しい設定オプションを使用できるようになりました。LeaseCleanupManager。
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[Name] (名前) デフォルト値 説明

leaseCleanupInterval
ミリス

1 分 リース・クリーン
アップ・スレッド
を実行する間隔。

completedLeaseCleanupIntervalMillis5 分 リースが完了した
かどうかをチェッ
クする間隔。

garbageLeaseCleanupIntervalMillis30 分 リースがガベー
ジであるかどうか
をチェックする間
隔（つまり、デー
タ・ストリームの
保持期間を過ぎて
トリミング）。

• への最適化を含めるKinesisShardSyncerシャードの 1 つのレイヤーに対してのみリースを作成しま
す。

Java コンシューマアプリケーションの同じ KCL 2.x 
で複数のデータストリームを処理する
このセクションでは、複数のデータストリームを同時に処理できる KCL コンシューマアプリケーションを
作成できる KCL 2.x for Java での次の変更について説明します。

Important

マルチストリーム処理は KCL 2.x for Java でのみサポートされており、Java については KCL 2.3 
以降。
KCL 2.x を実装できる他の言語では、マルチストリーム処理はサポートされていません。
マルチストリーム処理は KCL 1.x のどのバージョンでもサポートされていません。

• MultistreamTracker インターフェイス

複数のストリームを同時に処理できるコンシューマアプリケーションを構築するには、という新
しいインターフェイスを実装する必要があります。MultistreamTracker。このインターフェイスに
は、streamConfigListKCL コンシューマアプリケーションで処理されるデータストリームとその設
定のリストを返すメソッド。処理中のデータストリームは、コンシューマアプリケーションのランタイ
ム中に変更できることに注意してください。streamConfigListは、処理するデータストリームの変更
について学習するために KCL によって定期的に呼び出されます。

-streamConfigListメソッドの入力StreamConfigリスト.

package software.amazon.kinesis.common;

import lombok.Data;
import lombok.experimental.Accessors;

@Data
@Accessors(fluent = true)
public class StreamConfig { 
    private final StreamIdentifier streamIdentifier; 
    private final InitialPositionInStreamExtended initialPositionInStreamExtended; 
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    private String consumerArn;
} 
                 

以下の点に注意してください。StreamIdentifierそしてInitialPositionInStreamExtendedは
必須フィールドですが、consumerArnは省略可能です。以下の情報が必要です。consumerArnKCL 
2.x を使用して拡張ファンアウトコンシューマアプリケーションを実装している場合に限ります。

の詳細StreamIdentifier「」を参照してください。https://github.com/awslabs/amazon-
kinesis-client/blob/0c5042dadf794fe988438436252a5a8fe70b6b0b/amazon-kinesis-client/src/
main/java/ソフトウェア/amazon/kinesis/StreamIdentifier.java #L29。のマルチストリームイ
ンスタンスを作成できます。StreamIdentifierシリアライズされたストリーム識別子か
ら。シリアライズされたストリーム識別子は、次の形式にする必要があります。account-
id:StreamName:streamCreationTimestamp。

  * @param streamIdentifierSer 
     * @return StreamIdentifier 
     */ 
    public static StreamIdentifier multiStreamInstance(String streamIdentifierSer) { 
        if (PATTERN.matcher(streamIdentifierSer).matches()) { 
            final String[] split = streamIdentifierSer.split(DELIMITER); 
            return new StreamIdentifier(split[0], split[1], Long.parseLong(split[2])); 
        } else { 
            throw new IllegalArgumentException("Unable to deserialize StreamIdentifier 
 from " + streamIdentifierSer); 
        } 
    } 
                 

MultistreamTrackerリーステーブル内の古いストリームのリースを削除するための戦
略も含まれます (formerStreamsLeasesDeletionStrategy). コンシューマアプリケー
ションのランタイム中は、ストラテジーを変更できないことに注意してください。詳細
については、「」を参照してください。https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-client/
blob/0c5042dadf794fe988438436252a5a8fe70b6b0b/amazon-kinesis-client/src/main/java/ソフトウェア/
amazon/kinesis/FormerStreamsLeasesDeletionStrategy.java

• ConfigsBuilderは、アプリケーション全体のクラスで、KCL コンシューマアプリケーションの構築時
に使用する KCL 2.x の構成設定をすべて指定するために使用できます。ConfigsBuilderクラスは現
在、MultistreamTrackerインターフェイスからリクエスト. 初期化できますConfigsBuilderレコード
を消費する 1 つのデータストリームの名前を指定します。

 /** 
     * Constructor to initialize ConfigsBuilder with StreamName 
     * @param streamName 
     * @param applicationName 
     * @param kinesisClient 
     * @param dynamoDBClient 
     * @param cloudWatchClient 
     * @param workerIdentifier 
     * @param shardRecordProcessorFactory 
     */ 
    public ConfigsBuilder(@NonNull String streamName, @NonNull String applicationName, 
            @NonNull KinesisAsyncClient kinesisClient, @NonNull DynamoDbAsyncClient 
 dynamoDBClient, 
            @NonNull CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient, @NonNull String 
 workerIdentifier, 
            @NonNull ShardRecordProcessorFactory shardRecordProcessorFactory) { 
        this.appStreamTracker = Either.right(streamName); 
        this.applicationName = applicationName; 
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        this.kinesisClient = kinesisClient; 
        this.dynamoDBClient = dynamoDBClient; 
        this.cloudWatchClient = cloudWatchClient; 
        this.workerIdentifier = workerIdentifier; 
        this.shardRecordProcessorFactory = shardRecordProcessorFactory; 
    }

または、初期化することもできますConfigsBuilderとMultiStreamTracker複数のストリームを同時に
処理する KCL コンシューマアプリケーションを実装する場合。

* Constructor to initialize ConfigsBuilder with MultiStreamTracker 
     * @param multiStreamTracker 
     * @param applicationName 
     * @param kinesisClient 
     * @param dynamoDBClient 
     * @param cloudWatchClient 
     * @param workerIdentifier 
     * @param shardRecordProcessorFactory 
     */ 
    public ConfigsBuilder(@NonNull MultiStreamTracker multiStreamTracker, @NonNull String 
 applicationName, 
            @NonNull KinesisAsyncClient kinesisClient, @NonNull DynamoDbAsyncClient 
 dynamoDBClient, 
            @NonNull CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient, @NonNull String 
 workerIdentifier, 
            @NonNull ShardRecordProcessorFactory shardRecordProcessorFactory) { 
        this.appStreamTracker = Either.left(multiStreamTracker); 
        this.applicationName = applicationName; 
        this.kinesisClient = kinesisClient; 
        this.dynamoDBClient = dynamoDBClient; 
        this.cloudWatchClient = cloudWatchClient; 
        this.workerIdentifier = workerIdentifier; 
        this.shardRecordProcessorFactory = shardRecordProcessorFactory; 
    }                     
                 

• KCL コンシューマアプリケーションにマルチストリームサポートが実装されているため、アプリケー
ションのリーステーブルの各行に、このアプリケーションが処理する複数のデータストリームのシャー
ド ID とストリーム名が含まれます。

• KCL コンシューマアプリケーションのマルチストリームサポートが実装されている場合、LeaseKey は
次の構造を取ります。account-id:StreamName:streamCreationTimestamp:ShardId。 たとえ
ば、111111111:multiStreamTest-1:12345:shardId-000000000336。

Important

既存の KCL コンシューマアプリケーションが 1 つのデータストリームのみを処理するよ
うに設定されている場合、LeaseKey（リーステーブルのハッシュキー）はシャード ID 
になります。この既存の KCL コンシューマアプリケーションを複数のデータストリー
ムを処理するように再構成すると、リーステーブルが壊れます。マルチストリームサ
ポートでは LeaseKey 構造体は次のようになっている必要があるためです。account-
id:StreamName:StreamCreationTimestamp:ShardId。

Kinesis クライアントライブラリとAWSスキーマレジ
ストリ
Kinesis データストリームは、AWSスキーマレジストリ Glue -AWSGlue Schema Registry を使用すると、
スキーマを一元的に検出、制御し、発展させることができ、生成されたデータが登録済みスキーマによっ
て継続的に検証されます。スキーマは、データレコードの構造と形式を定義します。スキーマは、信頼性
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の高いデータの公開、利用、または保存のための仕様をバージョニングしたものです。-AWSGlue スキー
マレジストリを使用すると、end-to-endストリーミングアプリケーション内のデータ品質とデータガバナ
ンス。詳細については、「」を参照してください。AWSスキーマレジストリ。この統合を設定する方法の 
1 つは、Java の KCL を使用する方法です。

Important

現在 Kinesis Data Streams とAWSGlue スキーマレジストリ統合は、Java で実装された KCL 2.3 
コンシューマーを使用する Kinesis データストリームでのみサポートされます。多言語サポート
は提供されていません。KCL 1.0 コンシューマーはサポートされていません。KCL 2.3 より前の 
KCL 2.x コンシューマはサポートされていません。

KCL を使用して KKinesis Data Streams とスキーマレジストリの統合を設定する方法の詳細について
は、の「KPL/KCL ライブラリを使用したデータの操作」セクションを参照してください。ユースケース: 
Amazon Kinesis Data Streams とAWSスキーマレジストリ。

スループット共有カスタムコンシューマーの開発
Kinesis Data Streams からデータを受け取る際に専用スループットを必要としない場合で、200 ms 以下
の読み取り伝達遅延を必要としない場合は、以下のトピックで説明しているようにコンシューマーアプリ
ケーションを構築できます。

トピック
• KCL を使用したスループット共有カスタムコンシューマーの開発 (p. 135)
• AWS SDK for Java を使用したスループット共有カスタムコンシューマーの開発 (p. 160)

専用スループットを使用して Kinesis データストリームからレコードを受信できるコンシューマーの構築
の詳細については、「」を参照してください。スループット専有 (拡張ファンアウト) カスタムコンシュー
マーの開発 (p. 164)。

KCL を使用したスループット共有カスタムコンシュー
マーの開発
共有スループットでカスタムコンシューマアプリケーションを開発する方法の 1 つは、Kinesis クライアン
トライブラリ (KCL) を使用することです。

トピック
• KCL 1.x コンシューマーの開発 (p. 135)
• KCL 2.x コンシューマーの開発 (p. 149)

KCL 1.x コンシューマーの開発
Kinesis Client Library (KCL) を使用して、Amazon Kinesis Data Streams のコンシューマーアプリ
ケーションを開発できます。KCL の詳細については、「Kinesis クライアントライブラリとは何です
か? (p. 124)」を参照してください。

目次
• Java での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発 (p. 136)
• Node.js での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発 (p. 141)
• .NET での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発 (p. 144)
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• Python での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発 (p. 146)
• Ruby での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発 (p. 149)

Java での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発

Kinesis Client Library (KCL) を使用して、Kinesis Data Streams からデータを処理するアプリケーショ
ンを構築できます。Kinesis クライアントライブラリは、複数の言語で使用できます。このトピックで
は、Java について説明します。Javadoc リファレンスを表示するには、「」を参照してください。AWS
クラスの Javadoc トピックAmazonKinesisクライアント。

Java KCL をからダウンロードするにはGitHubの参照先情報Kinesis Client Library (Java)。Apache Maven 
で Java KCL を検索するには、KCL 検索結果ページで. Java KCL コンシューマアプリケーションのサン
プルコードをからダウンロードするにはGitHubを参照のことKCL for Java サンプルプロジェクトページで
GitHub。

このサンプルアプリケーションは Apache Commons Logging を使用します。ログ設定は、configure
ファイルで定義されている静的な AmazonKinesisApplicationSample.java メソッドを使用して変
更できます。Log4j での Apache Commons Logging の使用方法の詳細については、「」を参照してくださ
い。AWSJava アプリケーション、を参照してくださいLog4j でログのAWS SDK for Javaデベロッパーガ
イド。

Java で KCL コンシューマーアプリケーションを実装する場合は、次のタスクを完了する必要がありま
す。

タスク
• I を実装するRecordProcessorメソッド (p. 136)
• I のクラスファクトリを実装するRecordProcessorインターフェイス (p. 138)
• ワーカーの作成 (p. 139)
• 設定プロパティを変更する (p. 139)
• レコードプロセッサインターフェイスのバージョン 2 への移行 (p. 140)

I を実装するRecordProcessorメソッド

KCL は現在、2 つのバージョンのIRecordProcessorインターフェイス:元のインターフェイスは KCL の
最初のバージョンで使用でき、バージョン 2 は KCL バージョン 1.5.0 から利用可能です。両方のインター
フェイスが完全にサポートされています。選択するインターフェイスは、お使いのシナリオの要件によっ
て異なります。相違点をすべて確認するには、ローカルに作成した Javadocs、またはソースコードを参照
してください。以下のセクションでは、使い始めの最小限の実装を概説します。

インスタンスRecordProcessorバージョン
• オリジナルインターフェイス (バージョン 1) (p. 136)
• 更新されたインターフェイス (バージョン 2) (p. 138)

オリジナルインターフェイス (バージョン 1)

オリジナルな IRecordProcessor interface (package 
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces) は、コンシューマーが実装し
ているべき次のレコードプロセッサメソッドを公開します。このサンプルでは、開始点として使用できる
実装を提供しています (AmazonKinesisApplicationSampleRecordProcessor.java を参照してく
ださい)。

public void initialize(String shardId)
public void processRecords(List<Record> records, IRecordProcessorCheckpointer checkpointer)
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public void shutdown(IRecordProcessorCheckpointer checkpointer, ShutdownReason reason) 

initialize

KCLは、initializeメソッドレコードプロセッサがインスタンス化されると、メソッドで、特定の
シャード ID をパラメータとして渡します。このレコードプロセッサはこのシャードのみを処理し、通
常、その逆も真です (このシャードはこのレコード プロセッサによってのみ処理されます)。ただし、コ
ンシューマーでは、データレコードが複数回処理される可能性に対応する必要があります。Kinesis Data 
Streams には少なくとも 1 回はセマンティクスとは、シャードから取得されたすべてのデータレコード
が、コンシューマーのワーカーによって少なくとも 1 回処理されることを意味します。特定のシャードが
複数のワーカーによって処理される可能性がある場合の詳細については、「リシャーディング、拡張、並
列処理 (p. 189)」を参照してください。

public void initialize(String shardId)

processRecords

KCLは、processRecordsメソッド。で指定されたシャードのデータレコードのリストを渡しま
す。initialize(shardId)方法。レコードプロセッサは、コンシューマーのセマンティクスに従って、
これらのレコードのデータを処理します。たとえば、ワーカーは、データ変換を実行した後、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに結果を格納できます。

public void processRecords(List<Record> records, IRecordProcessorCheckpointer 
 checkpointer) 

データ自体に加えて、レコードにもシーケンス番号とパーティションキーが含まれます。ワーカーはデー
タを処理するときに、これらの値を使用できます。たとえば、ワーカーは、パーティションのキーの値に
基づいて、データを格納する S3 バケットを選択できます。Record クラスは、レコードのデータ、シー
ケンス番号、およびパーティションキーへのアクセスを提供する次のメソッドを公開します。

record.getData()   
record.getSequenceNumber()  
record.getPartitionKey() 

サンプルでは、プライベートメソッド processRecordsWithRetries に、ワーカーでレコードのデー
タ、シーケンス番号、およびパーティションキーにアクセスする方法を示すコードが含まれています。

Kinesis Data Streams では、シャードで既に処理されたレコードを追跡するためにレコードプロ
セッサが必要です。KCL は、チェックポインタ () を渡すことで、この追跡をユーザーに代わり
処理します。IRecordProcessorCheckpointer) にprocessRecords。レコードプロセッサ
は、checkpointこのインターフェイスでメソッドを使用すると、シャード内のレコードの処理の進行状
況をKCL に知らせます。ワーカーでエラーが発生すると、KCL はこの情報を使用して、処理されたことが
分かっている最後のレコードからシャードの処理を再開します。

分割または結合オペレーションの場合、KCL は、元のシャードのプロセッサがcheckpoint元のシャード
のすべての処理が完了したことを通知します。

パラメータを渡さない場合、KCL は、checkpointは、レコードプロセッサに最後のレコードを渡した時
点までのすべてのレコードが処理済みであることを意味します。したがって、レコードプロセッサは、渡
されたリストにあるすべてのレコードの処理が完了した場合にのみ、checkpoint を呼び出す必要があり
ます。レコードプロセッサは、checkpoint の各呼び出しで processRecords を呼び出す必要はありま
せん。たとえば、プロセッサは、checkpoint を 3 回呼び出すたびに、processRecords を呼び出すこ
とができます。オプションでレコードの正確なシーケンス番号をパラメータとして checkpoint に指定で
きます。この場合、KCL は、すべてのレコードがそのレコードまで処理されたと見なします。

このサンプルでは、プライベートメソッド checkpoint で、適切な例外処理と再試行のロジックを使用す
る IRecordProcessorCheckpointer.checkpoint を呼び出す方法を示しています。
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KCLは依存しているprocessRecordsを使用して、データレコードの処理で発生するすべての例外を処理
します。から例外がスローされた場合processRecordsの場合、KCL は、例外発生前に渡されたデータ
レコードをスキップします。つまり、これらのレコードは、例外をスローしたレコードプロセッサ、また
はコンシューマーの他のレコードプロセッサに再送信されません。

shutdown

KCLは、shutdown処理が終了したときの方法（シャットダウンの理由はTERMINATE) またはワーカーが
応答していない場合 (シャットダウンの理由はZOMBIE).

public void shutdown(IRecordProcessorCheckpointer checkpointer, ShutdownReason reason)

シャードが分割または結合されたか、ストリームが削除されたため、レコードプロセッサがシャードから
これ以上レコードを受信しない場合は、処理が終了します。

KCLも渡すIRecordProcessorCheckpointerインターフェイスからshutdown。シャットダウンの理
由が TERMINATE である場合、レコードプロセッサはすべてのデータレコードの処理を終了し、このイン
ターフェイスの checkpoint メソッドを呼び出します。

更新されたインターフェイス (バージョン 2)

更新された IRecordProcessor interface (package 
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2) は、コンシューマーが実装
しているべき次のレコードプロセッサメソッドを公開します。

void initialize(InitializationInput initializationInput)
void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput)
void shutdown(ShutdownInput shutdownInput)

コンテナオブジェクトのメソッドの呼び出しで、インターフェイスのオリジナルバージョンのす
べての引数にアクセスできます。たとえば、processRecords() でレコードのリストを取得に
は、processRecordsInput.getRecords() が使用できます。

このインターフェイスのバージョン 2 (KCL 1.5.0 以降) 0では、オリジナルインターフェイスで提供される
入力に加えて次の新しい入力が使用できます。

シーケンス番号の開始

InitializationInput オペレーションへ渡される initialize() オブジェクトでは、開始シーケ
ンス番号はレコードプロセッサのインスタンスに配信されるレコードです。このシーケンス番号は、
同じシャードで処理されたレコードプロセッサインスタンスの最後のチェックポイントです。これ
は、アプリケーションでこの情報が必要になる場合のために提供されます。

保留チェックポイントシーケンス番号

initialize() オペレーションへ渡される InitializationInput オブジェクトの保留チェックポ
イントシーケンス番号 (ある場合) とは、前のレコードプロセッサインスタンスが停止する前にコミッ
トできなかったものを示します。

I のクラスファクトリを実装するRecordProcessorインターフェイス

レコードプロセッサのメソッドを実装するクラスのファクトリも実装する必要があります。コンシュー
マーは、ワーカーをインスタンス化するときに、このファクトリへの参照を渡します。

サンプルでは、オリジナルのレコードプロセッサインターフェースを使用し
た、AmazonKinesisApplicationSampleRecordProcessorFactory.java ファイルのファク
トリクラスを実装します。クラスファクトリでバージョン 2 レコードプロセッサを作成する場合に
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は、com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2 とい名のパッケージを
使用してください。

  public class SampleRecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {  
      /** 
      * Constructor. 
      */ 
      public SampleRecordProcessorFactory() { 
          super(); 
      } 
      /** 
      * {@inheritDoc} 
      */ 
      @Override 
      public IRecordProcessor createProcessor() { 
          return new SampleRecordProcessor(); 
      } 
  } 

ワーカーの作成

で説明したようにI を実装するRecordProcessorメソッド (p. 136)には、KCL レコードプロセッサイン
ターフェイスの 2 つのバージョンから選択でき、ワーカーの作成方法に影響します。オリジナルレコード
プロセッサインターフェイスは、次のコードストラクチャを使用してワーカーを作成します。

final KinesisClientLibConfiguration config = new KinesisClientLibConfiguration(...)
final IRecordProcessorFactory recordProcessorFactory = new RecordProcessorFactory();
final Worker worker = new Worker(recordProcessorFactory, config);

レコード プロセッサインターフェイスのバージョン 2 では、Worker.Builder を使用してワーカを作成
でき、どのコンストラクタを使うかや引数の順序を考慮する必要はありません。更新されたレコードプロ
セッサインターフェイスは、次のコードストラクチャを使用してワーカーを作成します。

final KinesisClientLibConfiguration config = new KinesisClientLibConfiguration(...)
final IRecordProcessorFactory recordProcessorFactory = new RecordProcessorFactory();
final Worker worker = new Worker.Builder() 
    .recordProcessorFactory(recordProcessorFactory) 
    .config(config) 
    .build();

設定プロパティを変更する

このサンプルでは、設定プロパティのデフォルト値を提供します。ワーカーのこの設定データは
KinesisClientLibConfiguration オブジェクトにまとめられています。ワーカーをインスタンス
化する呼び出しで、このオブジェクトと IRecordProcessor のクラスファクトリへの参照が渡されま
す。Java の properties ファイルを使用してこれらのプロパティを独自の値にオーバーライドできます 
(AmazonKinesisApplicationSample.java を参照してください)。

アプリケーション名

KCL には、ユーザーのアプリケーション間、および同じリージョン内の Amazon DynamoDB テーブル間
で一意のアプリケーション名が必要です。次のようにアプリケーション名の設定値を使用します。

• このアプリケーション名と関連付けられたすべてのワーカーは、連係して同じストリームを処理してい
ると見なされます。これらのワーカーは複数のインスタンスに分散している場合もあります。同じアプ
リケーションコードの追加のインスタンスを実行するときに、アプリケーション名が異なる場合、KCL 
は 2 番目のインスタンスを、同じストリームで動作するまったく別のアプリケーションと見なします。

139



Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
KCL を使用したスループット共
有カスタムコンシューマーの開発

• KCL はアプリケーション名を使用して DynamoDB テーブルを作成し、このテーブルを使用してアプリ
ケーションの状態情報 (チェックポイントやワーカーシャードマッピングなど) を維持します。各アプリ
ケーションには、それぞれの DynamoDB テーブルがあります。詳細については、「リーステーブルを
使用して KCL コンシューマアプリケーションによって処理されたシャードを追跡する (p. 126)」を参
照してください。

認証情報を設定する

あなたは自分のものを作らなければなりませんAWSデフォルトの認証情報プロバイダーチェーンのいず
れかの認証情報プロバイダーに対して、使用可能な認証情報。たとえば、EC2 インスタンスでコンシュー
マーを実行している場合は、IAM ロールでインスタンスを起動することをお勧めします。AWSこの IAM 
ロールに関連付けられたアクセス許可を反映する認証情報は、インスタンスメタデータを通じて、インス
タンス上のアプリケーションで使用できるようになります。これは、EC2 インスタンスで実行されるコン
シューマーの認証情報を管理するための最も安全な方法です。

サンプルアプリケーションは、最初にインスタンスメタデータから IAM 認証情報を取得しようとします。

credentialsProvider = new InstanceProfileCredentialsProvider(); 

サンプルアプリケーションは、インスタンスメタデータから認証情報を取得できない場合、properties 
ファイルから認証情報を取得しようとします。

credentialsProvider = new ClasspathPropertiesFileCredentialsProvider();

インスタンスのメタデータの詳細については、「」を参照してください。インスタンスメタデータのLinux 
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

複数のインスタンスへのワーカー ID の使用

サンプルの初期化コードは、次のコードスニペットに示すように、ローカルコンピュータ名にグローバル
一意識別子を追加して、ワーカーの ID (workerId) を作成します。このアプローチによって、1 台のコン
ピュータでコンシューマーアプリケーションの複数のインスタンスを実行するシナリオに対応できます。

String workerId = InetAddress.getLocalHost().getCanonicalHostName() + ":" + 
 UUID.randomUUID();

レコードプロセッサインターフェイスのバージョン 2 への移行

オリジナルインターフェースで使われるコードを移行するためには、上記のステップに加えて、次の手順
が必要となります。

1. レコードプロセッサのクラスを変更して、バージョン 2 レコードプロセッサインターフェイスにイン
ポートします。

import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;

2. コンテナオブジェクトで get メソッドを使用するには、入力するリファレンスを変更します。たとえ
ば、shutdown() オペレーションで、checkpointer を shutdownInput.getCheckpointer()
に変更します。

3. レコードプロセッサのファクトリークラスを変更して、バージョン 2 レコードプロセッサファクト
リーインターフェイスにインポートします。

import 
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;

4. ワーカーのコンストラクチャを変更して、Worker.Builder を使います。例:
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final Worker worker = new Worker.Builder() 
    .recordProcessorFactory(recordProcessorFactory) 
    .config(config) 
    .build();

Node.js での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発

Kinesis Client Library (KCL) を使用して、Kinesis Data Streams からデータを処理するアプリケーショ
ンを構築できます。Kinesis クライアントライブラリは、複数の言語で使用できます。このトピックで
は、Node.js について説明します。

KCLはJavaライブラリである。Java以外の言語のサポートは、MultiLangデーモン。このデーモンは 
Java ベースで、Java 以外の KCL 言語を使用しているときにバックグラウンドで実行されます。そのた
め、KCL for Node.js をインストールして、コンシューマーアプリケーションをすべて Node.js で書く場合
でも、MultiLangデーモン。さらに、MultiLangデーモンには、ユースケースに合わせてカスタマイズする
必要のあるデフォルト設定例があります。AWS接続先のリージョン。の詳細については、「」を参照して
ください。MultiLangデーモンオンGitHubを参照のことKCLMultiLangデーモンプロジェクトページで.

から Node.js KCL をダウンロードするにはGitHubの参照先情報Kinesis クライアントライブラリ 
(Node.js)。

サンプルコードのダウンロード

Node.js の KCL で使用可能な 2 つのサンプルコードがあります。

• 基本サンプル

Node.js で KCL コンシューマーアプリケーションを構築する方法の基本を説明する次のセクションで使
用されます。

• click-stream-sample

基本サンプルコードを理解したあとの、やや上級で実際のシナリオを使用したサンプル。このサンプル
はここでは説明しませんが、詳細を説明した README ファイルがあります。

Node.js で KCL コンシューマーアプリケーションを実装する場合は、次のタスクを完了する必要がありま
す。

タスク
• レコードプロセッサを実装する (p. 141)
• 設定プロパティを変更する (p. 143)

レコードプロセッサを実装する

Node.js 用の KCL を使用した最もシンプルなコンシューマーは、recordProcessor関数。この関数に
は、次の関数が含まれます。initialize,processRecords, およびshutdown。このサンプルでは、開
始点として使用できる実装を提供しています (sample_kcl_app.js を参照してください)。

function recordProcessor() { 
  // return an object that implements initialize, processRecords and shutdown functions.}

initialize

KCLは、initializeレコードプロセッサが起動すると、関数が起動します。このレコードプロセッサは
initializeInput.shardId として渡されるシャード ID のみを処理し、通常、その逆も真です (この
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シャードはこのレコードプロセッサによってのみ処理されます)。ただし、コンシューマーでは、データレ
コードが複数回処理される可能性に対応する必要があります。これは、Kinesis Data Streams には少なく
とも 1 回はセマンティクスとは、シャードから取得されたすべてのデータレコードが、コンシューマーの
ワーカーによって少なくとも 1 回処理されることを意味します。特定のシャードが複数のワーカーによっ
て処理される可能性がある場合の詳細については、「リシャーディング、拡張、並列処理 (p. 189)」を参
照してください。

initialize: function(initializeInput, completeCallback)

processRecords

KCL は、この関数を呼び出して、指定されているシャードのデータレコードのリストが含まれている入
力を使用します。initializefunction. 実装するレコードプロセッサは、コンシューマーのセマンティ
クスに従って、これらのレコードのデータを処理します。たとえば、ワーカーは、データ変換を実行した
後、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに結果を格納できます。

processRecords: function(processRecordsInput, completeCallback)

データ自体に加えて、レコードにもシーケンス番号とパーティションキーが含まれ、ワーカーはデータ
を処理するときに、これらを使用できます。たとえば、ワーカーは、パーティションのキーの値に基づ
いて、データを格納する S3 バケットを選択できます。record ディクショナリは、レコードのデータ、
シーケンス番号、およびパーティションキーにアクセスする次のキーと値のペアを公開します。

record.data
record.sequenceNumber
record.partitionKey

データは Base64 でエンコードされていることに注意してください。

基本サンプルでは、関数 processRecords に、ワーカーでレコードのデータ、シーケンス番号、および
パーティションキーにアクセスする方法を示すコードが含まれています。

Kinesis Data Streams では、シャードで既に処理されたレコードを追跡するためにレコードプロ
セッサが必要です。KCL は、この追跡をで処理します。checkpointerとして渡されたオブジェク
トprocessRecordsInput.checkpointer。レコードプロセッサは、checkpointer.checkpoint関
数を使用して、シャード内のレコードの処理の進行状況をKCL に知らせます。ワーカーでエラーが発生し
た場合、シャードの処理を再開するときに、処理されたことが分かっている最後のレコードから再開する
ように KCL はこの情報を使用します。

分割または結合オペレーションの場合、KCL は、元のシャードのプロセッサがcheckpoint元のシャード
のすべての処理が完了したことを通知します。

シーケンス番号を渡さないとcheckpoint関数を使用すると、KCL はcheckpointは、レコードプロセッ
サに最後のレコードを渡した時点までのすべてのレコードが処理済みであることを意味します。したがっ
て、レコードプロセッサはcheckpoint のみ渡されたリスト内のすべてのレコードを処理した後。レコー
ドプロセッサは、checkpoint の各呼び出しで processRecords を呼び出す必要はありません。たとえ
ば、プロセッサは checkpoint を 3 回の呼び出しごとに呼び出したり、レコードプロセッサの外部イベ
ント (実装したカスタムの認証または検証サービスなど) で呼び出したりできます。

オプションでレコードの正確なシーケンス番号をパラメータとして checkpoint に指定できます。この場
合、KCL は、すべてのレコードがそのレコードまで処理されたと見なします。

基本サンプルアプリケーションでは、checkpointer.checkpoint 関数の最もシンプルな呼び出しを示
します。関数のこの時点でコンシューマーに必要な他のチェックポイントロジックを追加できます。

shutdown
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KCLは、shutdown処理が終了したときに機能する (shutdownInput.reasonですTERMINATE) または作
業者が応答しなくなっている (shutdownInput.reasonですZOMBIE).

shutdown: function(shutdownInput, completeCallback)

シャードが分割または結合されたか、ストリームが削除されたため、レコードプロセッサがシャードから
これ以上レコードを受信しない場合は、処理が終了します。

KCLも渡すshutdownInput.checkpointer参照先オブジェクトshutdown。シャットダウンの理由が
TERMINATE である場合、レコードプロセッサがすべてのデータレコードの処理を終了したことを確認
し、このインターフェイスの checkpoint 関数を呼び出します。

設定プロパティを変更する

このサンプルでは、設定プロパティのデフォルト値を提供します。これらのプロパティを独自の値にオー
バーライドできます (基本サンプルの sample.properties を参照してください)。

アプリケーション名

KCL には、ユーザーのアプリケーション間、および同じリージョン内の Amazon DynamoDB テーブル間
で一意のアプリケーションが必要です。次のようにアプリケーション名の設定値を使用します。

• このアプリケーション名と関連付けられたすべてのワーカーは、連係して同じストリームを処理してい
ると見なされます。これらのワーカーは複数のインスタンスに分散している場合もあります。同じアプ
リケーションコードの追加のインスタンスを実行するときに、アプリケーション名が異なる場合、KCL 
は 2 番目のインスタンスを、同じストリームで動作するまったく別のアプリケーションと見なします。

• KCL はアプリケーション名を使用して DynamoDB テーブルを作成し、このテーブルを使用してアプリ
ケーションの状態情報 (チェックポイントやワーカーシャードマッピングなど) を維持します。各アプリ
ケーションには、それぞれの DynamoDB テーブルがあります。詳細については、「リーステーブルを
使用して KCL コンシューマアプリケーションによって処理されたシャードを追跡する (p. 126)」を参
照してください。

認証情報を設定する

あなたは自分のものを作らなければなりませんAWSデフォルトの認証情報プロバイダーチェーンのいずれ
かの認証情報プロバイダーに対して、使用可能な認証情報。AWSCredentialsProvider プロパティを使
用して認証情報プロバイダーを設定できます。sample.properties ファイルでは、デフォルトの認証情
報プロバイダーチェーンのいずれかの認証情報プロバイダーに対して、ユーザーの認証情報を使用可能に
する必要があります。Amazon EC2 インスタンスでコンシューマーを実行している場合は、IAM ロールで
インスタンスを設定することをお勧めします。AWSこの IAM ロールに関連付けられたアクセス許可を反映
する認証情報は、インスタンスメタデータを通じて、インスタンス上のアプリケーションで使用できるよ
うになります。これは、EC2 インスタンスで実行されるコンシューマーアプリケーションの認証情報を管
理するための最も安全な方法です。

次の例は、という名前の Kinesis データストリームを処理するように KCL を設定しま
す。kclnodejssampleで提供されているレコードプロセッサを使用するsample_kcl_app.js:

# The Node.js executable script
executableName = node sample_kcl_app.js
# The name of an Amazon Kinesis stream to process
streamName = kclnodejssample
# Unique KCL application name
applicationName = kclnodejssample
# Use default AWS credentials provider chain
AWSCredentialsProvider = DefaultAWSCredentialsProviderChain
# Read from the beginning of the stream
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initialPositionInStream = TRIM_HORIZON

.NET での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発

Kinesis Client Library (KCL) を使用して、Kinesis Data Streams からデータを処理するアプリケーショ
ンを構築できます。Kinesis クライアントライブラリは、複数の言語で使用できます。このトピックで
は、.NET について説明します。

KCLはJavaライブラリである。Java以外の言語のサポートは、MultiLangデーモン。このデーモンは 
Java ベースで、Java 以外の KCL 言語を使用しているときにバックグラウンドで実行されます。そのた
め、KCL for .NET をインストールして、コンシューマーアプリケーションをすべて .NET で書く場合で
も、MultiLangデーモン。さらに、MultiLangデーモンには、ユースケースに合わせてカスタマイズする必
要のあるデフォルト設定例があります。AWS接続先のリージョン。の詳細については、「」を参照してく
ださい。MultiLangデーモンオンGitHubを参照のことKCLMultiLangデーモンプロジェクトページで.

から .NET KCL をダウンロードするにはGitHubの参照先情報Kinesis クライアントライブラリ 
(.NET)。.NET KCL コンシューマーアプリケーションのサンプルコードをダウンロードするには、.NET サ
ンプルコンシューマプロジェクトの KCLページでGitHub。

.NET で KCL コンシューマーアプリケーションを実装する場合は、次のタスクを完了する必要がありま
す。

タスク
• I を実装するRecordProcessorクラスメソッド (p. 144)
• 設定プロパティを変更する (p. 146)

I を実装するRecordProcessorクラスメソッド

コンシューマーでは、IRecordProcessor の次のメソッドを実装する必要があります。出発点と
して使用できる実装がサンプルコンシューマーに提供されています (SampleRecordProcessor の
SampleConsumer/AmazonKinesisSampleConsumer.cs クラスを参照してください)。

public void Initialize(InitializationInput input)
public void ProcessRecords(ProcessRecordsInput input)
public void Shutdown(ShutdownInput input)

Initialize

KCL は、レコードプロセッサがインスタンス化されると、このメソッドを呼び出し、inputパラメータ 
(input.ShardId). このレコードプロセッサはこのシャードのみを処理し、通常、その逆も真です (この
シャードはこのレコード プロセッサによってのみ処理されます)。ただし、コンシューマーでは、データ
レコードが複数回処理される可能性に対応する必要があります。これは、Kinesis Data Streams には少な
くとも 1 回はセマンティクスとは、シャードから取得されたすべてのデータレコードが、コンシューマー
のワーカーによって少なくとも 1 回処理されることを意味します。特定のシャードが複数のワーカーに
よって処理される可能性がある場合の詳細については、「リシャーディング、拡張、並列処理 (p. 189)」
を参照してください。

public void Initialize(InitializationInput input)

ProcessRecords

KCL は、このメソッドを呼び出し、データレコードのリストを渡します。inputパラメータ 
(input.Records) で指定したシャードからInitialize方法。実装するレコードプロセッサは、コン
シューマーのセマンティクスに従って、これらのレコードのデータを処理します。たとえば、ワーカー
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は、データ変換を実行した後、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに結果を格納でき
ます。

public void ProcessRecords(ProcessRecordsInput input)

データ自体に加えて、レコードにもシーケンス番号とパーティションキーが含まれます。ワーカーはデー
タを処理するときに、これらの値を使用できます。たとえば、ワーカーは、パーティションのキーの値に
基づいて、データを格納する S3 バケットを選択できます。Record クラスは以下を公開し、レコードの
データ、シーケンス番号、およびパーティションキーのアクセスを可能にします。

byte[] Record.Data  
string Record.SequenceNumber
string Record.PartitionKey

サンプルでは、メソッド ProcessRecordsWithRetries に、ワーカーでレコードのデータ、シーケンス
番号、およびパーティションキーにアクセスする方法を示すコードが含まれています。

Kinesis Data Streams では、シャードで既に処理されたレコードを追跡するためにレコードプロセッサが
必要です。KCL は、Checkpointer参照先オブジェクトProcessRecords(input.Checkpointer). レ
コードプロセッサは、Checkpointer.Checkpointメソッドを使用して、シャード内のレコードの処理
の進行状況をKCL に知らせます。ワーカーでエラーが発生すると、KCL はこの情報を使用して、処理され
たことが分かっている最後のレコードからシャードの処理を再開します。

分割または結合オペレーションの場合、KCL は、元のシャードのプロセッサ
がCheckpointer.Checkpoint元のシャードのすべての処理が完了したことを通知します。

パラメータを渡さない場合、KCL は、Checkpointer.Checkpointは、レコードプロセッサ
に最後のレコードを渡した時点までのすべてのレコードが処理済みであることを意味します。
したがって、レコードプロセッサは、渡されたリストにあるすべてのレコードの処理が完了した
場合にのみ、Checkpointer.Checkpoint を呼び出す必要があります。レコードプロセッサ
は、Checkpointer.Checkpoint の各呼び出しで ProcessRecords を呼び出す必要はありま
せん。たとえば、プロセッサは、3 回または 4 回呼び出すたびに、Checkpointer.Checkpoint
を呼び出すことができます。オプションでレコードの正確なシーケンス番号をパラメータとして
Checkpointer.Checkpoint に指定できます。この場合、KCL は、レコードがそのレコードまで処理さ
れたと見なします。

サンプルでは、プライベートメソッド Checkpoint(Checkpointer checkpointer) で、適切な例外
処理と再試行のロジックを使用する Checkpointer.Checkpoint メソッドを呼び出す方法を示していま
す。

for .NET では、例外を処理する方法が他の KCL 言語ライブラリとは異なり、データレコードの処理から発
生した例外を扱いません。ユーザーコードからの例外がキャッチされないと、プログラムがクラッシュし
ます。

シャットダウン

KCLは、Shutdown処理が終了したときの方法（シャットダウンの理由はTERMINATE) またはワーカーが
応答していない場合 (シャットダウン)input.Reason値はZOMBIE).

public void Shutdown(ShutdownInput input)

シャードが分割または結合されたか、ストリームが削除されたため、レコードプロセッサがシャードから
これ以上レコードを受信しない場合は、処理が終了します。

KCLも渡すCheckpointer参照先オブジェクトshutdown。シャットダウンの理由が TERMINATE で
ある場合、レコードプロセッサはすべてのデータレコードの処理を終了し、このインターフェイスの
checkpoint メソッドを呼び出します。
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設定プロパティを変更する

このサンプルコンシューマーでは、設定プロパティのデフォルト値を提供します。これらのプロパティを
独自の値にオーバーライドできます (SampleConsumer/kcl.properties を参照してください)。

アプリケーション名

KCL には、ユーザーのアプリケーション間、および同じリージョン内の Amazon DynamoDB テーブル間
で一意のアプリケーションが必要です。次のようにアプリケーション名の設定値を使用します。

• このアプリケーション名と関連付けられたすべてのワーカーは、連係して同じストリームを処理してい
ると見なされます。これらのワーカーは複数のインスタンスに分散している場合もあります。同じアプ
リケーションコードの追加のインスタンスを実行するときに、アプリケーション名が異なる場合、KCL 
は 2 番目のインスタンスを、同じストリームで動作するまったく別のアプリケーションと見なします。

• KCL はアプリケーション名を使用して DynamoDB テーブルを作成し、このテーブルを使用してアプリ
ケーションの状態情報 (チェックポイントやワーカーシャードマッピングなど) を維持します。各アプリ
ケーションには、それぞれの DynamoDB テーブルがあります。詳細については、「リーステーブルを
使用して KCL コンシューマアプリケーションによって処理されたシャードを追跡する (p. 126)」を参
照してください。

認証情報を設定する

あなたは自分のものを作らなければなりませんAWSデフォルトの認証情報プロバイダーチェーンのいずれ
かの認証情報プロバイダーに対して、使用可能な認証情報。AWSCredentialsProvider プロパティを
使用して認証情報プロバイダーを設定できます。sample.properties では、デフォルトの認証情報プロバイ
ダーチェーンのいずれかの認証情報プロバイダーに対して、ユーザーの認証情報を使用可能にする必要が
あります。EC2 インスタンスでコンシューマーアプリケーションを実行している場合は、IAM ロールでイ
ンスタンスを設定することをお勧めします。AWSこの IAM ロールに関連付けられたアクセス許可を反映す
る認証情報は、インスタンスメタデータを通じて、インスタンス上のアプリケーションで使用できるよう
になります。これは、EC2 インスタンスで実行されるコンシューマーの認証情報を管理するための最も安
全な方法です。

サンプルのプロパティファイルでは、で指定されているレコードプロセッサを使用
して「words」という Kinesis データストリームを処理するように KCL を設定しま
す。AmazonKinesisSampleConsumer.cs。

Python での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発
Kinesis Client Library (KCL) を使用して、Kinesis Data Streams からデータを処理するアプリケーショ
ンを構築できます。Kinesis クライアントライブラリは、複数の言語で使用できます。このトピックで
は、Python について説明します。

KCLはJavaライブラリである。Java以外の言語のサポートは、MultiLangデーモン。このデーモンは 
Java ベースで、Java 以外の KCL 言語を使用しているときにバックグラウンドで実行されます。そのた
め、KCL for Python をインストールして、コンシューマーアプリケーションをすべて Python で書く場合
でも、MultiLangデーモン。さらに、MultiLangデーモンには、ユースケースに合わせてカスタマイズする
必要のあるデフォルト設定例があります。AWS接続先のリージョン。の詳細については、「」を参照して
くださいMultiLangデーモンオンGitHubを参照のことKCLMultiLangデーモンプロジェクトページで.

Python KCL をからダウンロードするにはGitHubの参照先情報Kinesis クライアントライブラリ 
(Python)。Python KCL コンシューマーアプリケーションのサンプルコードをダウンロードするには、KCL 
for Python サンプルプロジェクトページでGitHub。

Python で KCL コンシューマーアプリケーションを実装する場合は、次のタスクを完了する必要がありま
す。

タスク
• の実装方法RecordProcessorクラスメソッド (p. 147)
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• 設定プロパティを変更する (p. 148)

の実装方法RecordProcessorクラスメソッド

RecordProcess クラスでは、RecordProcessorBase を拡張して次のメソッドを実装する必要があり
ます。このサンプルでは、開始点として使用できる実装を提供しています (sample_kclpy_app.py を参
照してください)。

def initialize(self, shard_id)
def process_records(self, records, checkpointer)
def shutdown(self, checkpointer, reason)

initialize

KCLは、initializeメソッドレコードプロセッサがインスタンス化されると、メソッドで、特定の
シャード ID をパラメータとして渡します。このレコードプロセッサはこのシャードのみを処理し、通
常、その逆も真です (このシャードはこのレコード プロセッサによってのみ処理されます)。ただし、コン
シューマーでは、データレコードが複数回処理される可能性に対応する必要があります。これは、Kinesis 
Data Streams には少なくとも 1 回はセマンティクスとは、シャードから取得されたすべてのデータレコー
ドが、コンシューマーのワーカーによって少なくとも 1 回処理されることを意味します。特定のシャード
が複数のワーカーによって処理される可能性がある場合の詳細については、「リシャーディング、拡張、
並列処理 (p. 189)」を参照してください。

def initialize(self, shard_id)

process_records

KCL は、このメソッドを呼び出し、で指定されたシャードのデータレコードのリストを渡しま
す。initialize方法。実装するレコードプロセッサは、コンシューマーのセマンティクスに従って、
これらのレコードのデータを処理します。たとえば、ワーカーは、データ変換を実行した後、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに結果を格納できます。

def process_records(self, records, checkpointer) 

データ自体に加えて、レコードにもシーケンス番号とパーティションキーが含まれます。ワーカーはデー
タを処理するときに、これらの値を使用できます。たとえば、ワーカーは、パーティションのキーの値に
基づいて、データを格納する S3 バケットを選択できます。record ディクショナリは、レコードのデー
タ、シーケンス番号、およびパーティションキーにアクセスする次のキーと値のペアを公開します。

record.get('data')
record.get('sequenceNumber')
record.get('partitionKey')

データは Base64 でエンコードされていることに注意してください。

サンプルでは、メソッド process_records に、ワーカーでレコードのデータ、シーケンス番号、および
パーティションキーにアクセスする方法を示すコードが含まれています。

Kinesis Data Streams では、シャードで既に処理されたレコードを追跡するためにレコードプロセッサ
が必要です。KCL は、Checkpointer参照先オブジェクトprocess_records。レコードプロセッサ
は、checkpointこのオブジェクトでメソッドを使用すると、シャード内のレコードの処理の進行状況を
KCL に知らせます。ワーカーでエラーが発生すると、KCL はこの情報を使用して、処理されたことが分
かっている最後のレコードからシャードの処理を再開します。

分割または結合オペレーションの場合、KCL は、元のシャードのプロセッサがcheckpoint元のシャード
のすべての処理が完了したことを通知します。
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パラメータを渡さない場合、KCL は、checkpointは、レコードプロセッサに最後のレコードを渡した時
点までのすべてのレコードが処理済みであることを意味します。したがって、レコードプロセッサは、渡
されたリストにあるすべてのレコードの処理が完了した場合にのみ、checkpoint を呼び出す必要があ
ります。レコードプロセッサは、checkpoint の各呼び出しで process_records を呼び出す必要はあ
りません。たとえば、プロセッサは、3 回呼び出すたびに、checkpoint を呼び出すことができます。オ
プションでレコードの正確なシーケンス番号をパラメータとして checkpoint に指定できます。この場
合、KCL は、すべてのレコードがそのレコードまで処理されたと見なします。

サンプルでは、プライベートメソッド checkpoint で、適切な例外処理と再試行のロジックを使用する
Checkpointer.checkpoint メソッドを呼び出す方法を示しています。

KCLは依存しているprocess_recordsを使用して、データレコードの処理で発生するすべての例外を処
理します。から例外がスローされた場合process_recordsの場合、KCL は、に渡されたデータレコード
をスキップします。process_records例外の前に. つまり、これらのレコードは、例外をスローしたレ
コードプロセッサ、またはコンシューマーの他のレコードプロセッサに再送信されません。

shutdown

KCLは、shutdown処理が終了したときの方法（シャットダウンの理由はTERMINATE) またはワーカーが
応答していない場合 (シャットダウン)reasonですZOMBIE).

def shutdown(self, checkpointer, reason)

シャードが分割または結合されたか、ストリームが削除されたため、レコードプロセッサがシャードから
これ以上レコードを受信しない場合は、処理が終了します。

KCLも渡すCheckpointer参照先オブジェクトshutdown。シャットダウンの reason が TERMINATE
である場合、レコードプロセッサはすべてのデータレコードの処理を終了し、このインターフェイスの
checkpoint メソッドを呼び出します。

設定プロパティを変更する

このサンプルでは、設定プロパティのデフォルト値を提供します。これらのプロパティを独自の値にオー
バーライドできます (sample.properties を参照してください)。

アプリケーション名

KCL には、ユーザーのアプリケーション間、および同じリージョン内の Amazon DynamoDB テーブル間
で一意のアプリケーション名が必要です。次のようにアプリケーション名の設定値を使用します。

• このアプリケーション名と関連付けられたワーカーはすべて、同じストリーム上で連携して処理してい
るとみなされます。これらのワーカーは複数のインスタンスに分散している場合があります。同じアプ
リケーションコードの追加のインスタンスを実行するときに、アプリケーション名が異なる場合、KCL 
は 2 番目のインスタンスを、同じストリームで動作するまったく別のアプリケーションと見なします。

• KCL はアプリケーション名を使用して DynamoDB テーブルを作成し、このテーブルを使用してアプリ
ケーションの状態情報 (チェックポイントやワーカーシャードマッピングなど) を維持します。各アプリ
ケーションには、それぞれの DynamoDB テーブルがあります。詳細については、「リーステーブルを
使用して KCL コンシューマアプリケーションによって処理されたシャードを追跡する (p. 126)」を参
照してください。

認証情報を設定する

あなたは自分のものを作らなければなりませんAWSデフォルトの認証情報プロバイダーチェーンのいず
れかの認証情報プロバイダーに対して、使用可能な認証情報。AWSCredentialsProvider プロパティ
を使用して認証情報プロバイダーを設定できます。sample.properties では、デフォルトの認証情報プロバ
イダーチェーンのいずれかの認証情報プロバイダーに対して、ユーザーの認証情報を使用可能にする必要
があります。Amazon EC2 インスタンスでコンシューマーアプリケーションを実行している場合は、IAM 
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ロールでインスタンスを設定することをお勧めします。AWSこの IAM ロールに関連付けられたアクセス許
可を反映する認証情報は、インスタンスメタデータを通じて、インスタンス上のアプリケーションで使用
できるようになります。これは、EC2 インスタンスで実行されるコンシューマーアプリケーションの認証
情報を管理するための最も安全な方法です。

サンプルのプロパティファイルでは、で指定されているレコードプロセッサを使用して「words」という 
Kinesis データストリームを処理するように KCL を設定します。sample_kclpy_app.py。

Ruby での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発

Kinesis Client Library (KCL) を使用して、Kinesis Data Streams からデータを処理するアプリケーショ
ンを構築できます。Kinesis クライアントライブラリは、複数の言語で使用できます。このトピックで
は、Ruby について説明します。

KCLはJavaライブラリである。Java以外の言語のサポートは、MultiLangデーモン。このデーモンは 
Java ベースで、Java 以外の KCL 言語を使用しているときにバックグラウンドで実行されます。そのた
め、KCL for .Ruby をインストールして、コンシューマーアプリケーションをすべて Ruby で書く場合で
も、MultiLangデーモン。さらに、MultiLangデーモンには、ユースケースに合わせてカスタマイズする必
要のあるデフォルト設定例があります。AWS接続先のリージョン。の詳細については、「」を参照してく
ださい。MultiLangデーモンオンGitHubを参照のことKCLMultiLangデーモンプロジェクトページで.

Ruby KCL をからダウンロードするにはGitHubの参照先情報Kinesis クライアントライブラリ (Ruby)。の 
Ruby KCL コンシューマーアプリケーションのサンプルコードをダウンロードするには、KCL for Ruby サ
ンプルプロジェクトページでGitHub。

KCL Ruby サポートライブラリの詳細については、「」を参照してください。KCL Ruby Gem ドキュメン
ト。

KCL 2.x コンシューマーの開発
このトピックでは、Kinesis クライアントライブラリ (KCL) のバージョン 2.0 を使用する方法について説明
します。KCL の詳細については、「」に記載されている概要を参照してください。Kinesis クライアント
ライブラリ 1.x を使用したコンシューマーの開発。

目次
• Java での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発 (p. 149)
• Python での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発 (p. 155)

Java での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発

次のコードは、ProcessorFactory および RecordProcessor の Java のサンプル実装を示していま
す。拡張ファンアウト機能を活用する方法については、「拡張ファンアウトでコンシューマーを使用す
る」を参照してください。

/* 
 *  Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 *  Licensed under the Amazon Software License (the "License"). 
 *  You may not use this file except in compliance with the License. 
 *  A copy of the License is located at 
 * 
 *  http://aws.amazon.com/asl/ 
 * 
 *  or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 *  on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 *  express or implied. See the License for the specific language governing 
 *  permissions and limitations under the License. 
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 */

/* 
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 */

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.UUID;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.Future;
import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;
import java.util.concurrent.ScheduledFuture;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils;
import org.apache.commons.lang3.RandomStringUtils;
import org.apache.commons.lang3.RandomUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.slf4j.MDC;

import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.PutRecordRequest;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;
import software.amazon.kinesis.common.KinesisClientUtil;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;
import software.amazon.kinesis.exceptions.InvalidStateException;
import software.amazon.kinesis.exceptions.ShutdownException;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.InitializationInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.LeaseLostInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ProcessRecordsInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShardEndedInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShutdownRequestedInput;

import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;
import software.amazon.kinesis.retrieval.polling.PollingConfig;

/** 
 * This class will run a simple app that uses the KCL to read data and uses the AWS SDK to 
 publish data. 
 * Before running this program you must first create a Kinesis stream through the AWS 
 console or AWS SDK. 
 */
public class SampleSingle { 
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    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(SampleSingle.class); 

    /** 
     * Invoke the main method with 2 args: the stream name and (optionally) the region. 
     * Verifies valid inputs and then starts running the app. 
     */ 
    public static void main(String... args) { 
        if (args.length < 1) { 
            log.error("At a minimum, the stream name is required as the first argument. The 
 Region may be specified as the second argument."); 
            System.exit(1); 
        } 

        String streamName = args[0]; 
        String region = null; 
        if (args.length > 1) { 
            region = args[1]; 
        } 

        new SampleSingle(streamName, region).run(); 
    } 

    private final String streamName; 
    private final Region region; 
    private final KinesisAsyncClient kinesisClient; 

    /** 
     * Constructor sets streamName and region. It also creates a KinesisClient object to 
 send data to Kinesis. 
     * This KinesisClient is used to send dummy data so that the consumer has something to 
 read; it is also used 
     * indirectly by the KCL to handle the consumption of the data. 
     */ 
    private SampleSingle(String streamName, String region) { 
        this.streamName = streamName; 
        this.region = Region.of(ObjectUtils.firstNonNull(region, "us-east-2")); 
        this.kinesisClient = 
 KinesisClientUtil.createKinesisAsyncClient(KinesisAsyncClient.builder().region(this.region)); 
    } 

    private void run() { 

        /** 
         * Sends dummy data to Kinesis. Not relevant to consuming the data with the KCL 
         */ 
        ScheduledExecutorService producerExecutor = 
 Executors.newSingleThreadScheduledExecutor(); 
        ScheduledFuture<?> producerFuture = 
 producerExecutor.scheduleAtFixedRate(this::publishRecord, 10, 1, TimeUnit.SECONDS); 

        /** 
         * Sets up configuration for the KCL, including DynamoDB and CloudWatch 
 dependencies. The final argument, a 
         * ShardRecordProcessorFactory, is where the logic for record processing lives, and 
 is located in a private 
         * class below. 
         */ 
        DynamoDbAsyncClient dynamoClient = 
 DynamoDbAsyncClient.builder().region(region).build(); 
        CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient = 
 CloudWatchAsyncClient.builder().region(region).build(); 
        ConfigsBuilder configsBuilder = new ConfigsBuilder(streamName, streamName, 
 kinesisClient, dynamoClient, cloudWatchClient, UUID.randomUUID().toString(), new 
 SampleRecordProcessorFactory()); 

        /** 
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         * The Scheduler (also called Worker in earlier versions of the KCL) is the entry 
 point to the KCL. This 
         * instance is configured with defaults provided by the ConfigsBuilder. 
         */ 
        Scheduler scheduler = new Scheduler( 
                configsBuilder.checkpointConfig(), 
                configsBuilder.coordinatorConfig(), 
                configsBuilder.leaseManagementConfig(), 
                configsBuilder.lifecycleConfig(), 
                configsBuilder.metricsConfig(), 
                configsBuilder.processorConfig(), 
                configsBuilder.retrievalConfig().retrievalSpecificConfig(new 
 PollingConfig(streamName, kinesisClient)) 
        ); 

        /** 
         * Kickoff the Scheduler. Record processing of the stream of dummy data will 
 continue indefinitely 
         * until an exit is triggered. 
         */ 
        Thread schedulerThread = new Thread(scheduler); 
        schedulerThread.setDaemon(true); 
        schedulerThread.start(); 

        /** 
         * Allows termination of app by pressing Enter. 
         */ 
        System.out.println("Press enter to shutdown"); 
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
        try { 
            reader.readLine(); 
        } catch (IOException ioex) { 
            log.error("Caught exception while waiting for confirm. Shutting down.", ioex); 
        } 

        /** 
         * Stops sending dummy data. 
         */ 
        log.info("Cancelling producer and shutting down executor."); 
        producerFuture.cancel(true); 
        producerExecutor.shutdownNow(); 

        /** 
         * Stops consuming data. Finishes processing the current batch of data already 
 received from Kinesis 
         * before shutting down. 
         */ 
        Future<Boolean> gracefulShutdownFuture = scheduler.startGracefulShutdown(); 
        log.info("Waiting up to 20 seconds for shutdown to complete."); 
        try { 
            gracefulShutdownFuture.get(20, TimeUnit.SECONDS); 
        } catch (InterruptedException e) { 
            log.info("Interrupted while waiting for graceful shutdown. Continuing."); 
        } catch (ExecutionException e) { 
            log.error("Exception while executing graceful shutdown.", e); 
        } catch (TimeoutException e) { 
            log.error("Timeout while waiting for shutdown.  Scheduler may not have 
 exited."); 
        } 
        log.info("Completed, shutting down now."); 
    } 

    /** 
     * Sends a single record of dummy data to Kinesis. 
     */ 
    private void publishRecord() { 
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        PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder() 
                .partitionKey(RandomStringUtils.randomAlphabetic(5, 20)) 
                .streamName(streamName) 
                .data(SdkBytes.fromByteArray(RandomUtils.nextBytes(10))) 
                .build(); 
        try { 
            kinesisClient.putRecord(request).get(); 
        } catch (InterruptedException e) { 
            log.info("Interrupted, assuming shutdown."); 
        } catch (ExecutionException e) { 
            log.error("Exception while sending data to Kinesis. Will try again next 
 cycle.", e); 
        } 
    } 

    private static class SampleRecordProcessorFactory implements 
 ShardRecordProcessorFactory { 
        public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() { 
            return new SampleRecordProcessor(); 
        } 
    } 

    /** 
     * The implementation of the ShardRecordProcessor interface is where the heart of the 
 record processing logic lives. 
     * In this example all we do to 'process' is log info about the records. 
     */ 
    private static class SampleRecordProcessor implements ShardRecordProcessor { 

        private static final String SHARD_ID_MDC_KEY = "ShardId"; 

        private static final Logger log = 
 LoggerFactory.getLogger(SampleRecordProcessor.class); 

        private String shardId; 

        /** 
         * Invoked by the KCL before data records are delivered to the ShardRecordProcessor 
 instance (via 
         * processRecords). In this example we do nothing except some logging. 
         * 
         * @param initializationInput Provides information related to initialization. 
         */ 
        public void initialize(InitializationInput initializationInput) { 
            shardId = initializationInput.shardId(); 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
                log.info("Initializing @ Sequence: {}", 
 initializationInput.extendedSequenceNumber()); 
            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
            } 
        } 

        /** 
         * Handles record processing logic. The Amazon Kinesis Client Library will invoke 
 this method to deliver 
         * data records to the application. In this example we simply log our records. 
         * 
         * @param processRecordsInput Provides the records to be processed as well as 
 information and capabilities 
         *                            related to them (e.g. checkpointing). 
         */ 
        public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) { 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
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                log.info("Processing {} record(s)", processRecordsInput.records().size()); 
                processRecordsInput.records().forEach(r -> log.info("Processing record pk: 
 {} -- Seq: {}", r.partitionKey(), r.sequenceNumber())); 
            } catch (Throwable t) { 
                log.error("Caught throwable while processing records. Aborting."); 
                Runtime.getRuntime().halt(1); 
            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
            } 
        } 

        /** Called when the lease tied to this record processor has been lost. Once the 
 lease has been lost, 
         * the record processor can no longer checkpoint. 
         * 
         * @param leaseLostInput Provides access to functions and data related to the loss 
 of the lease. 
         */ 
        public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) { 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
                log.info("Lost lease, so terminating."); 
            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
            } 
        } 

        /** 
         * Called when all data on this shard has been processed. Checkpointing must occur 
 in the method for record 
         * processing to be considered complete; an exception will be thrown otherwise. 
         * 
         * @param shardEndedInput Provides access to a checkpointer method for completing 
 processing of the shard. 
         */ 
        public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) { 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
                log.info("Reached shard end checkpointing."); 
                shardEndedInput.checkpointer().checkpoint(); 
            } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
                log.error("Exception while checkpointing at shard end. Giving up.", e); 
            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
            } 
        } 

        /** 
         * Invoked when Scheduler has been requested to shut down (i.e. we decide to stop 
 running the app by pressing 
         * Enter). Checkpoints and logs the data a final time. 
         * 
         * @param shutdownRequestedInput Provides access to a checkpointer, allowing a 
 record processor to checkpoint 
         *                               before the shutdown is completed. 
         */ 
        public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) { 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
                log.info("Scheduler is shutting down, checkpointing."); 
                shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint(); 
            } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
                log.error("Exception while checkpointing at requested shutdown. Giving 
 up.", e); 
            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
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            } 
        } 
    }

} 
             

Python での Kinesis クライアントライブラリコンシューマーの開発
Kinesis クライアントライブラリ (KCL) を使用して、Kinesis データストリームのデータを処理するアプリ
ケーションを構築できます。Kinesis クライアントライブラリは、複数の言語で使用できます。このトピッ
クでは、Python について説明します。

KCLはJavaライブラリである。Java以外の言語のサポートは、MultiLangデーモン。このデーモンは 
Java ベースで、Java 以外の KCL 言語を使用しているときにバックグラウンドで実行されます。そのた
め、KCL for Python をインストールして、コンシューマーアプリケーションをすべて Python で書く場合
でも、Java をシステムにインストールする必要があります。MultiLangデーモン。さらに、MultiLangデー
モンには、ユースケースに合わせてカスタマイズする必要のあるデフォルト設定例があります。AWS接続
するリージョン。の詳細については、「」を参照してください。MultiLangデーモンオンGitHubで、を参照
してくださいKCLMultiLangデーモンプロジェクトページで.

Python KCL をからダウンロードするにはGitHubで、を参照してくださいKinesis クライアントライブラリ 
(Python)。Python KCL コンシューマーアプリケーションのサンプルコードをダウンロードするには、を参
照してください。KCL for Python サンプルプロジェクトページで.GitHub。

Python で KCL コンシューマーアプリケーションを実装する場合は、次のタスクを完了する必要がありま
す。

タスク
• を実装するRecordProcessorクラスメソッド (p. 147)
• 設定プロパティを変更する (p. 148)

を実装するRecordProcessorクラスメソッド

RecordProcess クラスでは、RecordProcessorBase クラスを拡張して次のメソッドを実装する必要
があります。

initialize
process_records
shutdown_requested

このサンプルでは、開始点として使用できる実装を提供しています。

#!/usr/bin/env python

# Copyright 2014-2015 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Amazon Software License (the "License").
# You may not use this file except in compliance with the License.
# A copy of the License is located at
#
# http://aws.amazon.com/asl/
#
# or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
# on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
# express or implied. See the License for the specific language governing
# permissions and limitations under the License.

from __future__ import print_function
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import sys
import time

from amazon_kclpy import kcl
from amazon_kclpy.v3 import processor

class RecordProcessor(processor.RecordProcessorBase): 
    """ 
    A RecordProcessor processes data from a shard in a stream. Its methods will be called 
 with this pattern: 

    * initialize will be called once 
    * process_records will be called zero or more times 
    * shutdown will be called if this MultiLangDaemon instance loses the lease to this 
 shard, or the shard ends due 
        a scaling change. 
    """ 
    def __init__(self): 
        self._SLEEP_SECONDS = 5 
        self._CHECKPOINT_RETRIES = 5 
        self._CHECKPOINT_FREQ_SECONDS = 60 
        self._largest_seq = (None, None) 
        self._largest_sub_seq = None 
        self._last_checkpoint_time = None 

    def log(self, message): 
        sys.stderr.write(message) 

    def initialize(self, initialize_input): 
        """ 
        Called once by a KCLProcess before any calls to process_records 

        :param amazon_kclpy.messages.InitializeInput initialize_input: Information about 
 the lease that this record 
            processor has been assigned. 
        """ 
        self._largest_seq = (None, None) 
        self._last_checkpoint_time = time.time() 

    def checkpoint(self, checkpointer, sequence_number=None, sub_sequence_number=None): 
        """ 
        Checkpoints with retries on retryable exceptions. 

        :param amazon_kclpy.kcl.Checkpointer checkpointer: the checkpointer provided to 
 either process_records 
            or shutdown 
        :param str or None sequence_number: the sequence number to checkpoint at. 
        :param int or None sub_sequence_number: the sub sequence number to checkpoint at. 
        """ 
        for n in range(0, self._CHECKPOINT_RETRIES): 
            try: 
                checkpointer.checkpoint(sequence_number, sub_sequence_number) 
                return 
            except kcl.CheckpointError as e: 
                if 'ShutdownException' == e.value: 
                    # 
                    # A ShutdownException indicates that this record processor should be 
 shutdown. This is due to 
                    # some failover event, e.g. another MultiLangDaemon has taken the lease 
 for this shard. 
                    # 
                    print('Encountered shutdown exception, skipping checkpoint') 
                    return 
                elif 'ThrottlingException' == e.value: 
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                    # 
                    # A ThrottlingException indicates that one of our dependencies is is 
 over burdened, e.g. too many 
                    # dynamo writes. We will sleep temporarily to let it recover. 
                    # 
                    if self._CHECKPOINT_RETRIES - 1 == n: 
                        sys.stderr.write('Failed to checkpoint after {n} attempts, giving 
 up.\n'.format(n=n)) 
                        return 
                    else: 
                        print('Was throttled while checkpointing, will attempt again in {s} 
 seconds' 
                              .format(s=self._SLEEP_SECONDS)) 
                elif 'InvalidStateException' == e.value: 
                    sys.stderr.write('MultiLangDaemon reported an invalid state while 
 checkpointing.\n') 
                else:  # Some other error 
                    sys.stderr.write('Encountered an error while checkpointing, error was 
 {e}.\n'.format(e=e)) 
            time.sleep(self._SLEEP_SECONDS) 

    def process_record(self, data, partition_key, sequence_number, sub_sequence_number): 
        """ 
        Called for each record that is passed to process_records. 

        :param str data: The blob of data that was contained in the record. 
        :param str partition_key: The key associated with this recod. 
        :param int sequence_number: The sequence number associated with this record. 
        :param int sub_sequence_number: the sub sequence number associated with this 
 record. 
        """ 
        #################################### 
        # Insert your processing logic here 
        #################################### 
        self.log("Record (Partition Key: {pk}, Sequence Number: {seq}, Subsequence Number: 
 {sseq}, Data Size: {ds}" 
                 .format(pk=partition_key, seq=sequence_number, sseq=sub_sequence_number, 
 ds=len(data))) 

    def should_update_sequence(self, sequence_number, sub_sequence_number): 
        """ 
        Determines whether a new larger sequence number is available 

        :param int sequence_number: the sequence number from the current record 
        :param int sub_sequence_number: the sub sequence number from the current record 
        :return boolean: true if the largest sequence should be updated, false otherwise 
        """ 
        return self._largest_seq == (None, None) or sequence_number > self._largest_seq[0] 
 or \ 
            (sequence_number == self._largest_seq[0] and sub_sequence_number > 
 self._largest_seq[1]) 

    def process_records(self, process_records_input): 
        """ 
        Called by a KCLProcess with a list of records to be processed and a checkpointer 
 which accepts sequence numbers 
        from the records to indicate where in the stream to checkpoint. 

        :param amazon_kclpy.messages.ProcessRecordsInput process_records_input: the 
 records, and metadata about the 
            records. 
        """ 
        try: 
            for record in process_records_input.records: 
                data = record.binary_data 
                seq = int(record.sequence_number) 
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                sub_seq = record.sub_sequence_number 
                key = record.partition_key 
                self.process_record(data, key, seq, sub_seq) 
                if self.should_update_sequence(seq, sub_seq): 
                    self._largest_seq = (seq, sub_seq) 

            # 
            # Checkpoints every self._CHECKPOINT_FREQ_SECONDS seconds 
            # 
            if time.time() - self._last_checkpoint_time > self._CHECKPOINT_FREQ_SECONDS: 
                self.checkpoint(process_records_input.checkpointer, 
 str(self._largest_seq[0]), self._largest_seq[1]) 
                self._last_checkpoint_time = time.time() 

        except Exception as e: 
            self.log("Encountered an exception while processing records. Exception was 
 {e}\n".format(e=e)) 

    def lease_lost(self, lease_lost_input): 
        self.log("Lease has been lost") 

    def shard_ended(self, shard_ended_input): 
        self.log("Shard has ended checkpointing") 
        shard_ended_input.checkpointer.checkpoint() 

    def shutdown_requested(self, shutdown_requested_input): 
        self.log("Shutdown has been requested, checkpointing.") 
        shutdown_requested_input.checkpointer.checkpoint()

if __name__ == "__main__": 
    kcl_process = kcl.KCLProcess(RecordProcessor()) 
    kcl_process.run()           

設定プロパティを変更する

このサンプルでは、次のスクリプトに示すように、設定プロパティのデフォルト値を提供します。これら
のプロパティを独自の値にオーバーライドできます。

# The script that abides by the multi-language protocol. This script will
# be executed by the MultiLangDaemon, which will communicate with this script
# over STDIN and STDOUT according to the multi-language protocol.
executableName = sample_kclpy_app.py

# The name of an Amazon Kinesis stream to process.
streamName = words

# Used by the KCL as the name of this application. Will be used as the name
# of an Amazon DynamoDB table which will store the lease and checkpoint
# information for workers with this application name
applicationName = PythonKCLSample

# Users can change the credentials provider the KCL will use to retrieve credentials.
# The DefaultAWSCredentialsProviderChain checks several other providers, which is
# described here:
# http://docs.aws.amazon.com/AWSJavaSDK/latest/javadoc/com/amazonaws/auth/
DefaultAWSCredentialsProviderChain.html
AWSCredentialsProvider = DefaultAWSCredentialsProviderChain

# Appended to the user agent of the KCL. Does not impact the functionality of the
# KCL in any other way.
processingLanguage = python/2.7

# Valid options at TRIM_HORIZON or LATEST.
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# See http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/
API_GetShardIterator.html#API_GetShardIterator_RequestSyntax
initialPositionInStream = TRIM_HORIZON

# The following properties are also available for configuring the KCL Worker that is 
 created
# by the MultiLangDaemon.

# The KCL defaults to us-east-1
#regionName = us-east-1

# Fail over time in milliseconds. A worker which does not renew it's lease within this time 
 interval
# will be regarded as having problems and it's shards will be assigned to other workers.
# For applications that have a large number of shards, this msy be set to a higher number 
 to reduce
# the number of DynamoDB IOPS required for tracking leases
#failoverTimeMillis = 10000

# A worker id that uniquely identifies this worker among all workers using the same 
 applicationName
# If this isn't provided a MultiLangDaemon instance will assign a unique workerId to 
 itself.
#workerId =  

# Shard sync interval in milliseconds - e.g. wait for this long between shard sync tasks.
#shardSyncIntervalMillis = 60000

# Max records to fetch from Kinesis in a single GetRecords call.
#maxRecords = 10000

# Idle time between record reads in milliseconds.
#idleTimeBetweenReadsInMillis = 1000

# Enables applications flush/checkpoint (if they have some data "in progress", but don't 
 get new data for while)
#callProcessRecordsEvenForEmptyRecordList = false

# Interval in milliseconds between polling to check for parent shard completion.
# Polling frequently will take up more DynamoDB IOPS (when there are leases for shards 
 waiting on
# completion of parent shards).
#parentShardPollIntervalMillis = 10000

# Cleanup leases upon shards completion (don't wait until they expire in Kinesis).
# Keeping leases takes some tracking/resources (e.g. they need to be renewed, assigned), so 
 by default we try
# to delete the ones we don't need any longer.
#cleanupLeasesUponShardCompletion = true

# Backoff time in milliseconds for Amazon Kinesis Client Library tasks (in the event of 
 failures).
#taskBackoffTimeMillis = 500

# Buffer metrics for at most this long before publishing to CloudWatch.
#metricsBufferTimeMillis = 10000

# Buffer at most this many metrics before publishing to CloudWatch.
#metricsMaxQueueSize = 10000

# KCL will validate client provided sequence numbers with a call to Amazon Kinesis before 
 checkpointing for calls
# to RecordProcessorCheckpointer#checkpoint(String) by default.
#validateSequenceNumberBeforeCheckpointing = true

# The maximum number of active threads for the MultiLangDaemon to permit.
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# If a value is provided then a FixedThreadPool is used with the maximum
# active threads set to the provided value. If a non-positive integer or no
# value is provided a CachedThreadPool is used.
#maxActiveThreads = 0

アプリケーション名

KCL には、ユーザーのアプリケーション間、および同じリージョン内の Amazon DynamoDB テーブル間
で一意のアプリケーション名が必要です。次のようにアプリケーション名の設定値を使用します。

• このアプリケーション名と関連付けられたワーカーはすべて、同じストリーム上で連携して処理してい
るとみなされます。これらのワーカーは複数のインスタンス間に分散している場合があります。同じア
プリケーションコードの追加のインスタンスを実行して、アプリケーション名が異なる場合、KCL は 2 
番目のインスタンスを、同じストリームで動作するまったく別のアプリケーションとして扱います。

• KCL は、アプリケーション名を使用して DynamoDB テーブルを作成し、このテーブルを使用してアプ
リケーションの状態情報 (チェックポイントやワーカーシャードマッピングなど) を維持します。各アプ
リケーションには、それぞれの DynamoDB テーブルがあります。詳細については、「リーステーブル
を使用して KCL コンシューマアプリケーションによって処理されたシャードを追跡する (p. 126)」を
参照してください。

認証情報

あなたは自分のものを作らなければなりませんAWS内のいずれかの認証情報プロバイダで使用できる認
証情報デフォルトの認証情報プロバイダーチェーン。AWSCredentialsProvider プロパティを使用し
て認証情報プロバイダーを設定できます。Amazon EC2 インスタンスでコンシューマーアプリケーション
を実行する場合は、IAM ロールを使用してインスタンスを設定することをお勧めします。AWSこの IAM 
ロールに関連付けられたアクセス許可を反映する認証情報は、インスタンスメタデータを通じて、インス
タンス上のアプリケーションで使用できるようになります。これは、EC2 インスタンスで実行されるコン
シューマーアプリケーションの認証情報を管理するための最も安全な方法です。

AWS SDK for Java を使用したスループット共有カス
タムコンシューマーの開発
全体で共有されたるカスタム Kinesis Data Streams コンシューマーを開発する方法の 1 つは、Amazon 
Kinesis Data Streams API を使用することです。このセクションでは、AWS SDK for Java での Kinesis 
Data Streams API の使用について説明します。このセクションで紹介する Java サンプルコードは、基本
的な KDS API オペレーションを実行する方法を示しており、オペレーションタイプ別に論理的に分割され
ています。

この例に示すコードは、本稼働環境に使用できるコードではありません。考えられる例外は確認されてお
らず、想定されるセキュリティやパフォーマンスも考慮されていません。

また、他のプログラミング言語を使用して Kinesis Data Streams API を呼び出すこともできます。すべて
の利用可能な AWS SDK の詳細については、Amazon Web Services を使用した開発の開始を参照してくだ
さい。

Important

全体で共有されるカスタム Kinesis Data Streams コンシューマーを開発するには、Kinesis Client 
Library (KCL) を使用することをお勧めします。KCL は、分散コンピューティングに関連する複
雑なタスクの多くを処理することで、Kinesis Data Streams からデータを消費および処理するの
に役立ちます。詳細については、KCL を使用したスループット共有カスタムコンシューマーの開
発を参照してください。

トピック
• ストリームからのデータの取得 (p. 161)
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• シャードイテレーターを使用する (p. 161)
• 使用中 GetRecords (p. 162)
• リシャーディングに適応する (p. 164)
• AWS Glue スキーマレジストリを使用してデータと相互作用する (p. 164)

ストリームからのデータの取得
Kinesis Data Streams API には、データストリームからレコードを取得するために呼び出すことができる
getShardIterator および getRecords メソッドが含まれています。これはプルモデルで、コードは
データストリームのシャードからデータを直接取得します。

Important

KCL によって提供されているレコードプロセッサのサポートを使用して、データストリームから
レコードを取得することをお勧めします。これは、データを処理するコードを組み込むプッシュ
モデルです。KCL は、ストリームからデータレコードを取り出し、アプリケーションコードに配
信します。さらに、CL には、フェイルオーバー、リカバリ、負荷分散の機能が用意されていま
す。詳細については、KCL を使用したスループット共有カスタムコンシューマーの開発を参照し
てください。

ただし、状況によっては Kinesis Data Streams API を使用した方がよい場合があります。例えば、データ
ストリームのモニタリングやデバッグのためのカスタムツールを実装する場合です。

Important

Kinesis Data Streams は、データストリームのデータレコードの保持期間の変更をサポートして
います。詳細については、データ保持期間の変更 (p. 84)を参照してください。

シャードイテレーターを使用する
ストリームからシャード単位でレコードを取得します。シャードごとに、そのシャードから取得するレ
コードのバッチごとに、シャードイテレーターを取得する必要があります。シャードイテレーターを
getRecordsRequest オブジェクトで使用して、レコードの取得元になるシャードを指定します。シャー
ドイテレーターに関連付ける型により、シャード内でレコードの取得元になる位置が決まります (詳細に
ついてはこのセクションの後半を参照)。DescribeStream API-非推奨 (p. 78)で説明したように、シャード
イテレーターを使用する前にシャードを取得する必要が あります。

最初のシャードイテレーターは、getShardIterator メソッドを使用して取得します。レコードの
その他のバッチのシャードイテレーターは、getNextShardIterator メソッドによって返された
getRecordsResult オブジェクトの getRecords メソッドを使用して取得します。シャードイテレー
ターは 5 分間有効です。有効な間にシャードイテレーターを使用すると、新しいシャードイテレーターを
取得します。使用された後でも、各シャードイテレーターは 5 分間有効です。

最初のシャードイテレーターを取得するには、GetShardIteratorRequest をインスタンス化
し、getShardIterator メソッドに渡します。リクエストを設定するには、ストリームとシャード ID を
指定する必要があります。AWS アカウントのストリームを取得する方法については、ストリームのリス
ト (p. 74)を参照してください。ストリーム内のシャードを取得する方法については、DescribeStream API-
非推奨 (p. 78)を参照してください。

String shardIterator;
GetShardIteratorRequest getShardIteratorRequest = new GetShardIteratorRequest();
getShardIteratorRequest.setStreamName(myStreamName);
getShardIteratorRequest.setShardId(shard.getShardId());
getShardIteratorRequest.setShardIteratorType("TRIM_HORIZON");

GetShardIteratorResult getShardIteratorResult = 
 client.getShardIterator(getShardIteratorRequest);
shardIterator = getShardIteratorResult.getShardIterator();
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このサンプルコードでは、最初のシャードイテレーターを取得するときにイテレーター型として
TRIM_HORIZON を指定しています。このイテレーター型を指定することで、レコードはまず、シャードに
直近に追加されたレコード (tip) からではなく、シャードに最初に追加されたレコードから返されます。イ
テレーターの種類は次のとおりです。

• AT_SEQUENCE_NUMBER
• AFTER_SEQUENCE_NUMBER
• AT_TIMESTAMP
• TRIM_HORIZON
• LATEST

詳細については、を参照してくださいShardIteratorType。

イテレーター型によっては、型に加えてシーケンス番号を指定する必要があります。以下に例を示しま
す。

getShardIteratorRequest.setShardIteratorType("AT_SEQUENCE_NUMBER");
getShardIteratorRequest.setStartingSequenceNumber(specialSequenceNumber);

getRecords を使用してレコードを取得したら、レコードの getSequenceNumber メソッドを呼び出し
て、レコードのシーケンス番号を取得できます。

record.getSequenceNumber()

さらに、データストリームにレコードを追加するコードでは、getSequenceNumber の結果に対して
putRecord を呼び出すことで、追加したレコードのシーケンス番号を取得できます。

lastSequenceNumber = putRecordResult.getSequenceNumber();

シーケンス番号を使用すると、レコードの順番が厳密に増えるようにできます。詳細について
は、PutRecord例 (p. 104)のサンプルコードを参照してください。

使用中 GetRecords
シャードイテレーターを取得したら、GetRecordsRequest オブジェクトをインスタンス化しま
す。setShardIterator メソッドを使用してリクエストのイテレーターを指定します。

必要に応じて、setLimit メソッドを使用して、取得するレコードの数を設定することもできま
す。getRecords によって返されるレコードの数は常にこの制限以下になります。この制限を指定しない
場合、getRecords は取得したレコードの 10 MB を返します。次のサンプルコードでは、この制限を 25 
個のレコードに設定しています。

レコードが返されない場合、シャードイテレーターによって参照されたシーケンス番号では、このシャー
ドからどのデータレコードも現在使用できないことになります。このような状況では、アプリケーション
はストリームのデータソースに適した時間待つ必要があります。次に、getRecords の前の呼び出しで返
されたシャードイテレーターを使用して、シャードからのデータの取得を再試行します。

getRecordsRequest メソッドに getRecords を渡し、getRecordsResult オブジェクトとし
て返された値をキャプチャします。データレコードを取得するには、getRecords オブジェクトの
getRecordsResult メソッドを呼び出します。

GetRecordsRequest getRecordsRequest = new GetRecordsRequest();
getRecordsRequest.setShardIterator(shardIterator);
getRecordsRequest.setLimit(25);
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GetRecordsResult getRecordsResult = client.getRecords(getRecordsRequest);
List<Record> records = getRecordsResult.getRecords(); 
         

getRecords の別の呼び出しに備えて、getRecordsResult から次のシャードイテレーターを取得しま
す。

shardIterator = getRecordsResult.getNextShardIterator(); 
         

最良の結果を得るために、getRecords の呼び出し間の 1 秒 (1,000 ミリ秒) 以上はスリープ状態に
し、getRecords の頻度制限を超えないようにしてください。

try { 
  Thread.sleep(1000);
}
catch (InterruptedException e) {} 
         

一般的に、テストシナリオで 1 つのレコードを取得するときでも、getRecords はループ内で呼び出す必
要があります。getRecords の 1 回の呼び出しでは、後続のシーケンス番号でシャード内にレコードがあ
る場合でも、空のレコードのリストが返されることがあります。この状況になった場合は、空のレコード
のリストと共に返された NextShardIterator によってシャード内の後続のシーケンス番号が参照され
て、続く getRecords の呼び出しによって最終的にレコードが返されます。次のサンプルでは、ループの
使用を示しています。

例: getRecords

以下のコード例には、このセクションで示した getRecords のヒント (ループ内での呼び出しなど) を反
映しています。

// Continuously read data records from a shard
List<Record> records; 
     
while (true) { 
    
  // Create a new getRecordsRequest with an existing shardIterator  
  // Set the maximum records to return to 25 
   
  GetRecordsRequest getRecordsRequest = new GetRecordsRequest(); 
  getRecordsRequest.setShardIterator(shardIterator); 
  getRecordsRequest.setLimit(25);  

  GetRecordsResult result = client.getRecords(getRecordsRequest); 
   
  // Put the result into record list. The result can be empty. 
  records = result.getRecords(); 
   
  try { 
    Thread.sleep(1000); 
  }  
  catch (InterruptedException exception) { 
    throw new RuntimeException(exception); 
  } 
   
  shardIterator = result.getNextShardIterator();
} 
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Kinesis Client Library を使用している場合は、データを返す前に複数回呼び出しが行われる場合がありま
す。この動作は仕様であり、KCL やデータの問題を示すものではありません。

リシャーディングに適応する
getRecordsResult.getNextShardIterator が null を返す場合、このシャードに関係するシャード
分割またはマージが発生したことを示します。このシャードは現在 CLOSED 状態であり、このシャードか
ら使用可能なすべてのデータレコードを読み込んでいます。

このシナリオでは、getRecordsResult.childShards を使用して、分割またはマージによって作成さ
れた、処理中のシャードの新しい子シャードについて学習することができます。詳細については、を参照
してくださいChildShard。

分割の場合、2 つの新しいシャードの parentShardId はいずれも、前に処理されたシャードの ID に一
致します。これらのシャードの adjacentParentShardId の値はいずれも null です。

結合の場合、結合によって作成された 1 つの新しいシャードの parentShardId は、親のシャードの
いずれかの ID に一致し、adjacentParentShardId は、その他の親シャードの ID に一致します。
アプリケーションはこれらのいずれかのシャードからすべてのデータを読み取り済みです。これは
getRecordsResult.getNextShardIterator から null が返されたシャードです。アプリケーショ
ンでデータの順序が重要である場合、結合によって作成された子シャードから新しいデータを読み取る前
に、その他の親シャードからもすべてのデータを読み取るようにする必要があります。

複数のプロセッサを使用してストリームからデータを取得し (たとえば、シャードごとに 1 つのプロセッ
サ)、シャードの分割または結合を行う場合、プロセッサの数を増減して、シャードの数の変化に適応させ
ます。

シャードの状態 (CLOSED など) の説明を含むリシャーディングの詳細については、ストリームをリシャー
ディングする (p. 79)を参照してください。

AWS Glue スキーマレジストリを使用してデータと相互作用する
Kinesis Data Streams を、AWS Glue スキーマレジストリと統合することができます。AWS Glue スキー
マレジストリを使用すると、スキーマを一元的に検出、制御、および進化させながら、生成されたデー
タが登録されたスキーマによって継続的に検証されるようにできます。スキーマは、データレコードの
構造と形式を定義します。スキーマは、信頼性の高いデータの公開、利用、または保存のための仕様を
バージョニングしたものです。AWSGlue スキーマレジストリを使用すると、 end-to-end ストリーミン
グアプリケーション内のデータ品質とデータガバナンスを改善できます。詳細については、AWS Glue ス
キーマレジストリを参照してください。この統合を設定する方法の 1 つは、AWS Java SDK で利用可能な
GetRecords Kinesis Data Streams API を使用することです。

GetRecords Kinesis Data Streams API を使用して Kinesis Data Streams とスキーマレジストリの統合を
設定する方法の詳細については、ユースケース: Amazon Kinesis Data Streams と AWS Glue スキーマレジ
ストリの統合のKinesis Data Streams API を使用したデータの操作セクションを参照してください。

スループット専有 (拡張ファンアウト) カスタムコ
ンシューマーの開発

Amazon Kinesis Data Streams では、拡張ファンアウトと呼ばれる機能を使用するコンシューマーを構築
できます。この機能により、コンシューマーは、シャードあたり 1 秒間に最大 2 MB のデータのスルー
プットで、ストリームからレコードを受け取ることができます。このスループットは専用です。つまり、
拡張ファンアウトを使用するコンシューマーは、ストリームからデータを受け取る他のコンシューマーと
競合する必要がありません。Kinesis Data Streams は、ストリームのデータレコードを、拡張ファンアウ
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トを使用するコンシューマーに送信します。そのため、これらのコンシューマーはデータをポーリングす
る必要はありません。

Important

ストリームあたり最大 20 のコンシューマーを登録して、拡張ファンアウトを使用できます。

拡張ファンアウトのアーキテクチャを以下の図に示します。バージョン 2.0 以降の Amazon Kinesis Client 
Library (KCL) を使用してコンシューマーを構築する場合、KCL は拡張ファンアウトを使用してストリーム
のすべてのシャードからデータを受け取るように、コンシューマーを設定します。API を使用して、拡張
ファンアウトを使用するコンシューマーを構築する場合は、シャードを個別にサブスクライブできます。

図に示す内容は以下のとおりです。

• 2 つのシャードを持つストリーム。
• ストリームからデータを受信するために拡張ファンアウトを使用する 2 つのコンシューマー コンシュー

マー X とコンシューマー Y。2 つのコンシューマーはそれぞれ、ストリームのすべてのシャードとすべ
てのレコードにサブスクライブされます。バージョン 2.0 以降の KCL を使用してコンシューマーを構
築する場合、KCL は自動的に、ストリームのすべてのシャードにコンシューマーをサブスクライブしま
す。これに対し、API を使用してコンシューマーを構築する場合は、シャードを個別にサブスクライブ
できます。

• コンシューマーがストリームからデータを受け取るために使用する拡張ファンアウトパイプを表す矢
印。拡張されたファンアウトパイプは、シャードあたり最大 2 MB/秒 のデータを送信します。他のパイ
プやコンシューマーの総数は関係ありません。

トピック
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• KCL 2.x を使用して拡張ファンアウトコンシューマーを開発する (p. 166)
• Kinesis Data Streams API を使用して拡張ファンアウトコンシューマーを開発する (p. 170)
• AWS Management Console を使用して拡張ファンアウトコンシューマーを管理する (p. 172)

KCL 2.x を使用して拡張ファンアウトコンシューマー
を開発する
Amazon Kinesis Data Streams で拡張ファンアウトを使用するコンシューマーは、シャードあたり 1 秒
間に最大 2 MB のデータの専用スループットで、データストリームからレコードを受け取ることができま
す。このタイプのコンシューマーは、ストリームからデータを受け取っている他のコンシューマーと競合
する必要はありません。詳細については、スループット専有 (拡張ファンアウト) カスタムコンシューマー
の開発 (p. 164)を参照してください。

拡張ファンアウトを使用してストリームからデータを受け取るアプリケーションを開発するには、バー
ジョン 2.0 以降の Kinesis Client Library (KCL) を使用できます。KCL は、アプリケーションをストリーム
のすべてのシャードに自動的にサブスクライブし、コンシューマーアプリケーションがシャードあたり 2 
MB/秒のスループット値で読み取ることができるようにします。拡張ファンアウトをオンにせずに KCL を
使用する場合は、Kinesis Client Library 2.0 を使用したコンシューマーの開発を参照してください。

トピック
• Java で KCL 2.x を使用して拡張ファンアウトコンシューマーを開発する (p. 166)

Java で KCL 2.x を使用して拡張ファンアウトコンシューマーを
開発する
拡張ファンアウトを使用してストリームからデータを受け取るアプリケーションを Amazon Kinesis Data 
Streams で開発するには、バージョン 2.0 以降の Kinesis Client Library (KCL) を使用できます。次のコー
ドは、ProcessorFactory および RecordProcessor の Java のサンプル実装を示しています。

KinesisClientUtil を使用して KinesisAsyncClient を作成し、KinesisAsyncClient で
maxConcurrency を設定することをお勧めします。

Important

すべてのリースと KinesisAsyncClient の追加使用のための十分な高い maxConcurrency を
持つよう KinesisAsyncClient を設定しないと、Amazon Kinesis Client で非常に大きなレイテ
ンシーが発生する可能性があります。

/* 
 *  Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 *  Licensed under the Amazon Software License (the "License"). 
 *  You may not use this file except in compliance with the License. 
 *  A copy of the License is located at 
 * 
 *  http://aws.amazon.com/asl/ 
 * 
 *  or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 *  on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 *  express or implied. See the License for the specific language governing 
 *  permissions and limitations under the License.  
 */

/* 
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
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 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 */

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.UUID;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.Future;
import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;
import java.util.concurrent.ScheduledFuture;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils;
import org.apache.commons.lang3.RandomStringUtils;
import org.apache.commons.lang3.RandomUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.slf4j.MDC;

import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.PutRecordRequest;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;
import software.amazon.kinesis.common.KinesisClientUtil;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;
import software.amazon.kinesis.exceptions.InvalidStateException;
import software.amazon.kinesis.exceptions.ShutdownException;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.InitializationInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.LeaseLostInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ProcessRecordsInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShardEndedInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShutdownRequestedInput;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;

public class SampleSingle { 

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(SampleSingle.class); 

    public static void main(String... args) { 
        if (args.length < 1) { 
            log.error("At a minimum, the stream name is required as the first argument. The 
 Region may be specified as the second argument."); 
            System.exit(1); 
        } 

        String streamName = args[0]; 
        String region = null; 
        if (args.length > 1) { 
            region = args[1]; 
        } 
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        new SampleSingle(streamName, region).run(); 
    } 

    private final String streamName; 
    private final Region region; 
    private final KinesisAsyncClient kinesisClient; 

    private SampleSingle(String streamName, String region) { 
        this.streamName = streamName; 
        this.region = Region.of(ObjectUtils.firstNonNull(region, "us-east-2")); 
        this.kinesisClient = 
 KinesisClientUtil.createKinesisAsyncClient(KinesisAsyncClient.builder().region(this.region)); 
    } 

    private void run() { 
        ScheduledExecutorService producerExecutor = 
 Executors.newSingleThreadScheduledExecutor(); 
        ScheduledFuture<?> producerFuture = 
 producerExecutor.scheduleAtFixedRate(this::publishRecord, 10, 1, TimeUnit.SECONDS); 

        DynamoDbAsyncClient dynamoClient = 
 DynamoDbAsyncClient.builder().region(region).build(); 
        CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient = 
 CloudWatchAsyncClient.builder().region(region).build(); 
        ConfigsBuilder configsBuilder = new ConfigsBuilder(streamName, streamName, 
 kinesisClient, dynamoClient, cloudWatchClient, UUID.randomUUID().toString(), new 
 SampleRecordProcessorFactory()); 

        Scheduler scheduler = new Scheduler( 
                configsBuilder.checkpointConfig(), 
                configsBuilder.coordinatorConfig(), 
                configsBuilder.leaseManagementConfig(), 
                configsBuilder.lifecycleConfig(), 
                configsBuilder.metricsConfig(), 
                configsBuilder.processorConfig(), 
                configsBuilder.retrievalConfig() 
        ); 

        Thread schedulerThread = new Thread(scheduler); 
        schedulerThread.setDaemon(true); 
        schedulerThread.start(); 

        System.out.println("Press enter to shutdown"); 
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
        try { 
            reader.readLine(); 
        } catch (IOException ioex) { 
            log.error("Caught exception while waiting for confirm. Shutting down.", ioex); 
        } 

        log.info("Cancelling producer, and shutting down executor."); 
        producerFuture.cancel(true); 
        producerExecutor.shutdownNow(); 

        Future<Boolean> gracefulShutdownFuture = scheduler.startGracefulShutdown(); 
        log.info("Waiting up to 20 seconds for shutdown to complete."); 
        try { 
            gracefulShutdownFuture.get(20, TimeUnit.SECONDS); 
        } catch (InterruptedException e) { 
            log.info("Interrupted while waiting for graceful shutdown. Continuing."); 
        } catch (ExecutionException e) { 
            log.error("Exception while executing graceful shutdown.", e); 
        } catch (TimeoutException e) { 
            log.error("Timeout while waiting for shutdown. Scheduler may not have 
 exited."); 
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        } 
        log.info("Completed, shutting down now."); 
    } 

    private void publishRecord() { 
        PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder() 
                .partitionKey(RandomStringUtils.randomAlphabetic(5, 20)) 
                .streamName(streamName) 
                .data(SdkBytes.fromByteArray(RandomUtils.nextBytes(10))) 
                .build(); 
        try { 
            kinesisClient.putRecord(request).get(); 
        } catch (InterruptedException e) { 
            log.info("Interrupted, assuming shutdown."); 
        } catch (ExecutionException e) { 
            log.error("Exception while sending data to Kinesis. Will try again next 
 cycle.", e); 
        } 
    } 

    private static class SampleRecordProcessorFactory implements 
 ShardRecordProcessorFactory { 
        public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() { 
            return new SampleRecordProcessor(); 
        } 
    } 

    private static class SampleRecordProcessor implements ShardRecordProcessor { 

        private static final String SHARD_ID_MDC_KEY = "ShardId"; 

        private static final Logger log = 
 LoggerFactory.getLogger(SampleRecordProcessor.class); 

        private String shardId; 

        public void initialize(InitializationInput initializationInput) { 
            shardId = initializationInput.shardId(); 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
                log.info("Initializing @ Sequence: {}", 
 initializationInput.extendedSequenceNumber()); 
            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
            } 
        } 

        public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) { 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
                log.info("Processing {} record(s)", processRecordsInput.records().size()); 
                processRecordsInput.records().forEach(r -> log.info("Processing record pk: 
 {} -- Seq: {}", r.partitionKey(), r.sequenceNumber())); 
            } catch (Throwable t) { 
                log.error("Caught throwable while processing records. Aborting."); 
                Runtime.getRuntime().halt(1); 
            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
            } 
        } 

        public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) { 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
                log.info("Lost lease, so terminating."); 
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            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
            } 
        } 

        public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) { 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
                log.info("Reached shard end checkpointing."); 
                shardEndedInput.checkpointer().checkpoint(); 
            } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
                log.error("Exception while checkpointing at shard end. Giving up.", e); 
            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
            } 
        } 

        public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) { 
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId); 
            try { 
                log.info("Scheduler is shutting down, checkpointing."); 
                shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint(); 
            } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
                log.error("Exception while checkpointing at requested shutdown. Giving 
 up.", e); 
            } finally { 
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY); 
            } 
        } 
    }

}

Kinesis Data Streams API を使用して拡張ファンアウ
トコンシューマーを開発する
拡張ファンアウトは Amazon Kinesis Data Streams の機能です。この機能を使用すると、コンシューマー
は、シャードあたり 1 秒間に最大 2 MB のデータの専用スループットで、データストリームからレコード
を受け取ることができます。拡張ファンアウトを使用するコンシューマーは、ストリームからデータを受
け取っている他のコンシューマーと競合する必要はありません。詳細については、スループット専有 (拡
張ファンアウト) カスタムコンシューマーの開発 (p. 164)を参照してください。

拡張ファンアウトを inesis Data Streams で使用するコンシューマーを構築するには、API オペレーション
を使用します。

Kinesis Data Streams API を使用して拡張ファンアウトでコンシューマーを登録するには

1. 拡張ファンアウトを使用するコンシューマーとしてアプリケーションを登録するに
は、RegisterStreamConsumer を呼び出します。Kinesis Data Streams は、コンシューマーの 
Amazon リソースネーム (ARN) を生成し、レスポンスで返します。

2. 特定のシャードのリッスンを開始するには、SubscribeToShard への呼び出しでコンシューマー ARN 
を渡します。シャードのレコードは Kinesis Data Streams によって、SubscribeToShardEvent イベン
トの形式で HTTP/2 接続経由で送信されます。接続は最大 5 分間開いたままです。SubscribeToShard
への呼び出しによって返される future が正常または例外的に完了した後も、引き続きシャードから
レコードを受け取る場合は、SubscribeToShard を再度呼び出します。

Note

SubscribeToShard API は、現在のシャードの終わりに達すると、現在のシャードの子
シャードのリストも返します。
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3. 拡張ファンアウトを使用しているコンシューマーの登録を解除するには、DeregisterStreamConsumer
を呼び出します。

次のコードは、シャードへのコンシューマーのサブスクライブ、サブスクリプションの定期更新、イベン
トの処理を行う方法の例です。

    import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient; 
    import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.ShardIteratorType; 
    import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardEvent; 
    import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardRequest; 
    import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardResponseHandler; 
      
    import java.util.concurrent.CompletableFuture; 
      
    /** 
     * See https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/
kinesis/src/main/java/com/example/kinesis/KinesisStreamEx.java 
     * for complete code and more examples. 
     */ 
    public class SubscribeToShardSimpleImpl { 
      
        private static final String CONSUMER_ARN = "arn:aws:kinesis:us-
east-1:123456789123:stream/foobar/consumer/test-consumer:1525898737"; 
        private static final String SHARD_ID = "shardId-000000000000"; 
      
        public static void main(String[] args) { 
      
            KinesisAsyncClient client = KinesisAsyncClient.create(); 
      
            SubscribeToShardRequest request = SubscribeToShardRequest.builder() 
                    .consumerARN(CONSUMER_ARN) 
                    .shardId(SHARD_ID) 
                    .startingPosition(s -> s.type(ShardIteratorType.LATEST)).build(); 
      
            // Call SubscribeToShard iteratively to renew the subscription periodically. 
            while(true) { 
                // Wait for the CompletableFuture to complete normally or exceptionally. 
                callSubscribeToShardWithVisitor(client, request).join(); 
            } 
      
            // Close the connection before exiting. 
            // client.close(); 
        } 
      
      
        /** 
         * Subscribes to the stream of events by implementing the 
 SubscribeToShardResponseHandler.Visitor interface. 
         */ 
        private static CompletableFuture<Void> 
 callSubscribeToShardWithVisitor(KinesisAsyncClient client, SubscribeToShardRequest 
 request) { 
            SubscribeToShardResponseHandler.Visitor visitor = new 
 SubscribeToShardResponseHandler.Visitor() { 
                @Override 
                public void visit(SubscribeToShardEvent event) { 
                    System.out.println("Received subscribe to shard event " + event); 
                } 
            }; 
            SubscribeToShardResponseHandler responseHandler = 
 SubscribeToShardResponseHandler 
                    .builder() 
                    .onError(t -> System.err.println("Error during stream - " + 
 t.getMessage())) 
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                    .subscriber(visitor) 
                    .build(); 
            return client.subscribeToShard(request, responseHandler); 
        } 
    }

event.ContinuationSequenceNumber が null を返す場合、このシャードに関係するシャード
分割またはマージが発生したことを示します。このシャードは現在 CLOSED 状態であり、このシャー
ドから使用可能なすべてのデータレコードを読み込んでいます。このシナリオでは、上記の例のよう
に、event.childShards を使用して、分割またはマージによって作成された、処理中のシャードの新し
い子シャードについて学習することができます。詳細については、ChildShardを参照してください。

AWS Glue スキーマレジストリを使用してデータと相互作用する
Kinesis Data Streams を、AWS Glue スキーマレジストリと統合することができます。AWS Glue スキー
マレジストリを使用すると、スキーマを一元的に検出、制御、および進化させながら、生成されたデー
タが登録されたスキーマによって継続的に検証されるようにできます。スキーマは、データレコードの
構造と形式を定義します。スキーマは、信頼性の高いデータの公開、利用、または保存のための仕様を
バージョニングしたものです。-AWSGlue スキーマレジストリを使用すると、改善できます。 end-to-end 
ストリーミングアプリケーション内のデータ品質とデータガバナンス。詳細については、AWS Glue ス
キーマレジストリを参照してください。この統合を設定する方法の 1 つは、AWS Java SDK で利用可能な
GetRecords Kinesis Data Streams API を使用することです。

を使用して、Kinesis Data Streams と Schema Registry の統合を設定する方法の詳細な手順について
は、GetRecordsKinesis Data Streams API については、の「Kinesis Data Streams API を使用したデータ
の操作」セクションを参照してください。ユースケース: Amazon Kinesis Data Streams とAWSスキーマ
レジストリ。

AWS Management Console を使用して拡張ファンア
ウトコンシューマーを管理する
Amazon Kinesis Data Streams で拡張ファンアウトを使用するコンシューマーは、シャードあたり 1 秒
間に最大 2 MB のデータの専用スループットで、データストリームからレコードを受け取ることができま
す。詳細については、スループット専有 (拡張ファンアウト) カスタムコンシューマーの開発 (p. 164)を
参照してください。

特定のストリームで拡張ファンアウトを使用するように登録されているすべてのコンシューマーのリスト
を表示するには、AWS Management Console を使用します。このようなコンシューマーごとに、ARN、
ステータス、作成日、モニタリングメトリクスなどの詳細が表示されます。

拡張ファンアウトやそのステータス、作成日、メトリクスをコンソールで使用するように登録さ
れているコンシューマーを表示するには

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

2. ナビゲーションペインで、[データストリーム] を選択します。
3. Kinesis Data Streams を選択して、詳細を表示します。
4. ストリームの詳細ページで、[拡張ファンアウト] タブを選択します。
5. コンシューマーを選択して、名前、ステータス、登録日を表示します。

コンシューマーの登録を解除するには

1. Kinesis コンソール (https://console.aws.amazon.com/kinesis) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[データストリーム] を選択します。
3. Kinesis Data Streams を選択して、詳細を表示します。
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4. ストリームの詳細ページで、[拡張ファンアウト] タブを選択します。
5. 登録解除する各コンシューマーの名前の左にあるチェックボックスをオンにします。
6. [コンシューマーの登録解除] を選択します。

コンシューマーを KCL 1.x から KCL 2.x に移行す
る

このトピックでは、Kinesis クライアントライブラリ (KCL) のバージョン 1.x と 2.x の違いについて説明
します。また、コンシューマーを KCL のバージョン 1.x からバージョン 2.x に移行する方法も示します。
クライアントを移行すると、最後にチェックポイントが作成された場所からレコードの処理が開始されま
す。

KCL のバージョン 2.0 では、以下のインターフェイスの変更が導入されています。

KCL インターフェイスの変更

KCL 1.x インターフェイス KCL 2.0 インターフェイス

com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorsoftware.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor

com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactorysoftware.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory

com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IShutdownNotificationAwaresoftware.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor
内に折りたたみ

トピック
• レコードプロセッサの移行 (p. 173)
• レコードプロセッサファクトリーの移行 (p. 176)
• ワーカーの移行 (p. 177)
• Amazon Kinesis クライアントの設定 (p. 178)
• アイドル時間の削除 (p. 181)
• クライアント設定の削除 (p. 181)

レコードプロセッサの移行
以下の例は、KCL 1.x に実装されたレコードプロセッサを示しています。

package com.amazonaws.kcl;

import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.ShutdownException;
import 
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.IRecordProcessorCheckpointer;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import 
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IShutdownNotificationAware;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.ShutdownReason;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.InitializationInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ProcessRecordsInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ShutdownInput;

public class TestRecordProcessor implements IRecordProcessor, IShutdownNotificationAware { 
    @Override 
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    public void initialize(InitializationInput initializationInput) { 
        // 
        // Setup record processor 
        // 
    } 

    @Override 
    public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) { 
        // 
        // Process records, and possibly checkpoint 
        // 
    } 

    @Override 
    public void shutdown(ShutdownInput shutdownInput) { 
        if (shutdownInput.getShutdownReason() == ShutdownReason.TERMINATE) { 
            try { 
                shutdownInput.getCheckpointer().checkpoint(); 
            } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
                throw new RuntimeException(e); 
            } 
        } 
    } 

    @Override 
    public void shutdownRequested(IRecordProcessorCheckpointer checkpointer) { 
        try { 
            checkpointer.checkpoint(); 
        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
            // 
            // Swallow exception 
            // 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}

レコードプロセッサのクラスを移行するには

1. インターフェイスを
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor
および
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IShutdownNotificationAware
から software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor に変更します。以下に
例を示します。

// import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
// import 
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IShutdownNotificationAware;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;

// public class TestRecordProcessor implements IRecordProcessor, 
 IShutdownNotificationAware {
public class TestRecordProcessor implements ShardRecordProcessor {

2. import メソッド initialize とメソッドの processRecords ステートメントを更新します。

// import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.InitializationInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.InitializationInput;

//import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ProcessRecordsInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ProcessRecordsInput;
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3. shutdown メソッドを以下の新しいメソッドに置き換えます。leaseLost、shardEnded、および
shutdownRequested。

//    @Override
//    public void shutdownRequested(IRecordProcessorCheckpointer checkpointer) {
//        //
//        // This is moved to shardEnded(...)
//        //
//        try {
//            checkpointer.checkpoint();
//        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
//            //
//            // Swallow exception
//            //
//            e.printStackTrace();
//        }
//    } 

    @Override 
    public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) { 

    } 

    @Override 
    public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) { 
        try { 
            shardEndedInput.checkpointer().checkpoint(); 
        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
            // 
            // Swallow the exception 
            // 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }

//    @Override
//    public void shutdownRequested(IRecordProcessorCheckpointer checkpointer) {
//        //
//        // This is moved to shutdownRequested(ShutdownReauestedInput)
//        //
//        try {
//            checkpointer.checkpoint();
//        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
//            //
//            // Swallow exception
//            //
//            e.printStackTrace();
//        }
//    } 

    @Override 
    public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) { 
        try { 
            shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint(); 
        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
            // 
            // Swallow the exception 
            // 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }

以下に示しているのは、レコードプロセッサのクラスの更新されたバージョンです。
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package com.amazonaws.kcl;

import software.amazon.kinesis.exceptions.InvalidStateException;
import software.amazon.kinesis.exceptions.ShutdownException;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.InitializationInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.LeaseLostInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ProcessRecordsInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShardEndedInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShutdownRequestedInput;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;

public class TestRecordProcessor implements ShardRecordProcessor { 
    @Override 
    public void initialize(InitializationInput initializationInput) { 
         
    } 

    @Override 
    public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) { 
         
    } 

    @Override 
    public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) { 
         
    } 

    @Override 
    public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) { 
        try { 
            shardEndedInput.checkpointer().checkpoint(); 
        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
            // 
            // Swallow the exception 
            // 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

    @Override 
    public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) { 
        try { 
            shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint(); 
        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) { 
            // 
            // Swallow the exception 
            // 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}

レコードプロセッサファクトリーの移行
レコードプロセッサファクトリーは、リースが取得された際にレコードプロセッサの作成を担当します。
以下に示しているのは、KCL 1.x ファクトリーの例です。

package com.amazonaws.kcl;

import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;

public class TestRecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory { 
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    @Override 
    public IRecordProcessor createProcessor() { 
        return new TestRecordProcessor(); 
    }
}

レコードプロセッサファクトリーを移行するには

1. 実装されているインターフェイスを
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory
から software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory に変更しま
す。以下に例を示します。

// import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;

// import 
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;

// public class TestRecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {
public class TestRecordProcessorFactory implements ShardRecordProcessorFactory {

2. createProcessor の戻り署名を変更します。

// public IRecordProcessor createProcessor() {
public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() {

以下は、2.0 のレコードプロセッサファクトリーの例です。

package com.amazonaws.kcl;

import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;

public class TestRecordProcessorFactory implements ShardRecordProcessorFactory { 
    @Override 
    public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() { 
        return new TestRecordProcessor(); 
    }
}

ワーカーの移行
KCL のバージョン 2.0 では、新しいクラスが呼び出されます。Schedulerで、置き換えます。Workerク
ラス. 以下に示しているのは、KCL 1.x のワーカーの例です。

final KinesisClientLibConfiguration config = new KinesisClientLibConfiguration(...)
final IRecordProcessorFactory recordProcessorFactory = new RecordProcessorFactory();
final Worker worker = new Worker.Builder() 
    .recordProcessorFactory(recordProcessorFactory) 
    .config(config) 
    .build();

ワーカーを移行するには

1. Worker クラスの import ステートメントを Scheduler クラスと ConfigsBuilder クラスのイン
ポートステートメントに変更します。
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// import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.Worker;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;

2. 次の例に示すように、ConfigsBuilder と Scheduler を作成します。

KinesisClientUtil を使用して KinesisAsyncClient を作成し、KinesisAsyncClient で
maxConcurrency を設定することをお勧めします。

Important

すべてのリースと KinesisAsyncClient の追加使用のための十分な高い
maxConcurrency を持つよう KinesisAsyncClient を設定しないと、Amazon Kinesis 
Client で非常に大きなレイテンシーが発生する可能性があります。

import java.util.UUID;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;
import software.amazon.kinesis.common.KinesisClientUtil;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;

...

Region region = Region.AP_NORTHEAST_2;
KinesisAsyncClient kinesisClient = 
 KinesisClientUtil.createKinesisAsyncClient(KinesisAsyncClient.builder().region(region));
DynamoDbAsyncClient dynamoClient = 
 DynamoDbAsyncClient.builder().region(region).build();
CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient = 
 CloudWatchAsyncClient.builder().region(region).build();

ConfigsBuilder configsBuilder = new ConfigsBuilder(streamName, applicationName, 
 kinesisClient, dynamoClient, cloudWatchClient, UUID.randomUUID().toString(), new 
 SampleRecordProcessorFactory());

Scheduler scheduler = new Scheduler( 
    configsBuilder.checkpointConfig(), 
    configsBuilder.coordinatorConfig(), 
    configsBuilder.leaseManagementConfig(), 
    configsBuilder.lifecycleConfig(), 
    configsBuilder.metricsConfig(), 
    configsBuilder.processorConfig(), 
    configsBuilder.retrievalConfig() 
    );

Amazon Kinesis クライアントの設定
Kinesis クライアントライブラリのリリース 2.0 では、クライアントの設定が単一の設定クラス 
(KinesisClientLibConfiguration) を 6 つの設定クラスに指定します。次の表で移行を説明します。

178



Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
Amazon Kinesis クライアントの設定

設定フィールドとその新しいクラス

元のフィールド 新しい設定クラ
ス

説明

applicationName ConfigsBuilderこの KCL アプリケーションの名前。tableName および
consumerName のデフォルトとして使用されます。

tableName ConfigsBuilderAmazon DynamoDB リーステーブルで使用されるテーブル
名の上書きを許可します。

streamName ConfigsBuilderこのアプリケーションがレコードを処理するストリームの名
前。

kinesisEndpoint ConfigsBuilderこのオプションは削除されました。クライアント設定の削除
を参照してください。

dynamoDBEndpoint ConfigsBuilderこのオプションは削除されました。クライアント設定の削除
を参照してください。

initialPositionInStreamExtendedRetrievalConfigアプリケーションの初期実行から開始し、KCL がレコードの
取得を開始するシャード内の場所。

kinesisCredentialsProviderConfigsBuilderこのオプションは削除されました。クライアント設定の削除
を参照してください。

dynamoDBCredentialsProviderConfigsBuilderこのオプションは削除されました。クライアント設定の削除
を参照してください。

cloudWatchCredentialsProviderConfigsBuilderこのオプションは削除されました。クライアント設定の削除
を参照してください。

failoverTimeMillis LeaseManagement
設定

リース所有者が失敗したとみなすまでの経過時間 (ミリ秒)。

workerIdentifier ConfigsBuilderこのアプリケーションプロセッサのインスタンス化を表す一
意の識別子。一意である必要があります。

shardSyncIntervalMillisLeaseManagement
設定

シャード同期コールの間隔。

maxRecords PollingConfig Kinesis が返すレコードの最大数の設定を許可します。

idleTimeBetweenReadsInMillisCoordinatorConfigこのオプションは削除されました。アイドル時間の削除を参
照してください。

callProcessRecordsEvenForEmptyRecordListProcessorConfig設定すると、Kinesis から提供されたレコードがない場合で
もレコードプロセッサが呼び出されます。

parentShardPollIntervalMillisCoordinatorConfig親シャードが完了したかどうかを確認するためにレコードプ
ロセッサがポーリングを行う頻度。

cleanupLeasesUponShardCompletionLeaseManagementConfig設定すると、子リースの処理が開始されると即時にリースが
削除されます。

ignoreUnexpectedChildShardsLeaseManagementConfig設定すると、開いているシャードがある子シャードは無視さ
れます。これは、主に DynamoDB Streams 用です。

kinesisClientConfigConfigsBuilderこのオプションは削除されました。クライアント設定の削除
を参照してください。
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元のフィールド 新しい設定クラ
ス

説明

dynamoDBClientConfigConfigsBuilderこのオプションは削除されました。クライアント設定の削除
を参照してください。

cloudWatchClientConfigConfigsBuilderこのオプションは削除されました。クライアント設定の削除
を参照してください。

taskBackoffTimeMillisLifecycleConfig失敗したタスクを再試行するまでの待機時間。

metricsBufferTimeMillisMetricsConfig コントロールCloudWatchメトリックスの発行です。

metricsMaxQueueSizeMetricsConfig コントロールCloudWatchメトリックスの発行です。

metricsLevel MetricsConfig コントロールCloudWatchメトリックスの発行です。

metricsEnabledDimensionsMetricsConfig コントロールCloudWatchメトリックスの発行です。

validateSequenceNumberBeforeCheckpointingCheckpointConfigこのオプションは削除されました。チェックポイントシーケ
ンス番号の検証を参照してください。

regionName ConfigsBuilderこのオプションは削除されました。クライアント設定の削除
を参照してください。

maxLeasesForWorker LeaseManagementConfigアプリケーションの単一のインスタンスが受け入れるリース
の最大数。

maxLeasesToStealAtOneTimeLeaseManagementConfigアプリケーションが同時にスティールを試みるリースの最大
数。

initialLeaseTableReadCapacityLeaseManagementConfigKinesis クライアントライブラリが新しい DynamoDB リー
ステーブルを作成する場合に使用する DynamoDB 読み取り 
IOPS。

initialLeaseTableWriteCapacityLeaseManagementConfigKinesis クライアントライブラリが新しい DynamoDB リー
ステーブルを作成する場合に使用する DynamoDB 読み取り 
IOPS。

initialPositionInStreamExtendedLeaseManagement
設定

アプリケーションが読み取りを開始するストリーム内の初期
位置。これは最初のリースの作成時にのみ使用されます。

skipShardSyncAtWorkerInitializationIfLeasesExistCoordinatorConfigリーステーブルに既存のリースがある場合、シャードデータ
の同期を無効にします。TODO: KinesisEco438

shardPrioritizationCoordinatorConfigどのシャードの優先順位付けを使用するか。

shutdownGraceMillis該当なし このオプションは削除されました。「」を参照してくださ
い。MultiLang削除済み.

timeoutInSeconds 該当なし このオプションは削除されました。「」を参照してくださ
い。MultiLang削除済み.

retryGetRecordsInSecondsPollingConfig 間の遅延を設定します。GetRecords失敗の試み。

maxGetRecordsThreadPoolPollingConfig に使用されるスレッドプールのサイズGetRecords。

maxLeaseRenewalThreadsLeaseManagementConfigリース更新スレッドプールのサイズを制御します。アプリ
ケーションが処理するリースの数が多いほど、このプールも
大きくする必要があります。
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元のフィールド 新しい設定クラ
ス

説明

recordsFetcherFactoryPollingConfig ストリームから取得するフェッチャーを作成するために使用
されるファクトリーの置換を許可します。

logWarningForTaskAfterMillisLifecycleConfigタスクが完了していない場合に警告がログに記録されるまで
の待機期間。

listShardsBackoffTimeInMillisRetrievalConfig障害が発生した場合に ListShards を呼び出す間隔 (ミリ
秒)。

maxListShardsRetryAttemptsRetrievalConfig失敗とみなすまでの ListShards の再試行の最大回数。

アイドル時間の削除
1.x バージョンのKCLでは、idleTimeBetweenReadsInMillis2つの数量に対応しました。

• タスクの送信チェックの間
隔。CoordinatorConfig#shardConsumerDispatchPollIntervalMillis を設定することで、タ
スク間の間隔を設定できるようになりました。

• Kinesis Data Streams から返されるレコードがない場合に休止状態になるまでの時間。バージョン 2.0 
では、拡張ファンアウトのレコードはそれぞれのレトリバーからプッシュされます。シャードコン
シューマーのアクティビティは、プッシュされたリクエストが到着した場合にのみ発生します。

クライアント設定の削除
バージョン 2.0 では、KCL はクライアントを作成しなくなりました。有効なクライアントの提供はユー
ザーに任されます。この変更により、クライアントの作成を制御するすべての設定パラメータが削除され
ました。これらのパラメータが必要な場合は、クライアントを ConfigsBuilder に提供する前にクライ
アントで設定できます。

削除された
フィールド

同等の設定

kinesisEndpoint優先エンドポイントを指定した SDK KinesisAsyncClient の設定:
KinesisAsyncClient.builder().endpointOverride(URI.create("https://
<kinesis endpoint>")).build().

dynamoDBEndpoint優先エンドポイントを指定した SDK DynamoDbAsyncClient の設定:
DynamoDbAsyncClient.builder().endpointOverride(URI.create("https://
<dynamodb endpoint>")).build().

kinesisClientConfig必要な設定を指定した SDK KinesisAsyncClient の設定:
KinesisAsyncClient.builder().overrideConfiguration(<your 
configuration>).build()

dynamoDBClientConfig必要な設定を指定した SDK DynamoDbAsyncClient の設定:
DynamoDbAsyncClient.builder().overrideConfiguration(<your 
configuration>).build()

cloudWatchClientConfig必要な設定を指定した SDK CloudWatchAsyncClient の設定:
CloudWatchAsyncClient.builder().overrideConfiguration(<your 
configuration>).build()
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削除された
フィールド

同等の設定

regionName 優先リージョンを指定して SDK を設定します。これ
は、すべての SDK クライアントで同じです。たとえ
ば、KinesisAsyncClient.builder().region(Region.US_WEST_2).build() と
指定します。

他のAWSサービスの使用
Kinesis Data Streams と直接統合して Kinesis Data StreamsAWS データを読み取ることができるその他の
サービスのリストを以下に示します。

トピック
• Amazon EMR の使用 (p. 182)
• EventBridge アマゾンパイプを使う (p. 182)
• AWS Glue を使用する (p. 182)
• Amazon Redshift の使用 (p. 182)

Amazon EMR の使用
Amazon EMR クラスターは、Hive、Pig、Hadoop Streaming API、Cascading などの Hadoop エコシス
テムで使い慣れたツールを使用して MapReduce、Amazon Kinesis Streams を直接読み込み、処理する
ことができます。また、実行しているクラスターで Amazon Kinesis のリアルタイムデータを Amazon 
S3、Amazon DynamoDB、および HDFS の既存データと結合できます。後処理のアクティビティとし
て、Amazon EMR から Amazon S3 または DynamoDB に直接データをロードできます。

詳細については、Amazon EMR リリースガイドの「Amazon Kinesis」を参照してください。

EventBridge アマゾンパイプを使う
Amazon EventBridge Pipes は、ソースとして Amazon Kinesis Data Streams をサポートします。Amazon 
EventBridge Pipes では、オプションの変換、フィルタリング、エンリッチのステップを使用して、 
point-to-point イベントプロデューサーとコンシューマーを統合できます。 EventBridge パイプを使用し
て、Kinesis DKinesis Data Streams 内のレコードを受信できます。

詳細については、Amazon  EventBridge リリースガイドの「Amazon Kinesis ストリーム」をソースとして
参照してください。

AWS Glue を使用する
AWS Glueストリーミング ETL を使用すると、Amazon Kinesis Data Streams からデータを消費し、連続
的に実行されるストリーミング抽出/変換/ロード (ETL) ジョブを作成できます。ジョブはデータをクレンジ
ングして変換し、その結果を Amazon S3 データレイクまたは JDBC データストアにロードします。

詳細については、AWS Glueリリースガイドの「ストリーミング ETL ジョブ」を参照してください。AWS 
Glue

Amazon Redshift の使用
Amazon Redshift は、Amazon Kinesis Data Streams からストリーミング取り込みをサポートしま
す。Amazon Redshift ストリーミング取り込み機能により、Amazon Kinesis Data Streams から Amazon 
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Redshift マテリアライズドビューへの、低レイテンシーかつ高速なストリーミングデータの取り込み
が提供されます。Amazon Redshift ストリーミング取り込みにより、Amazon Redshift に取り込む前に 
Amazon S3 にデータをステージングする必要がなくなります。

詳細については、Amazon Redshift リリースガイドの「ストリーミングインジェスト」を参照してくださ
い。

サードパーティー統合と使用されている
Kinesis Data Streams と統合されている次のサードパーティオプションのいずれかを使用して、Kinesis 
Data ストリームからデータを読み取ることができます。

トピック
• Apache Flink (p. 183)
• Adobe エクスペリエンスプラットフォーム (p. 183)
• Apache ドルイド (p. 183)
• Apache Spark (p. 183)
• Databricks (p. 184)
• Kafka コンフルエントプラットフォーム (p. 184)
• キネサマー (p. 184)
• Talend (p. 184)

Apache Flink
Apache Flinkは、無制限および制限付きのデータストリームに対するステートフルな計算に広く使用され
ている、分散処理エンジンです。Apache Flink を使用して Kinesis Data Streams を利用する方法の詳細に
ついては、「Amazon Kinesis Data Streams コネクタ」を参照してください。

Adobe エクスペリエンスプラットフォーム
Adobe Experience Platformを使用すると、組織はあらゆるシステムの顧客データを一元化して標準化で
きます。次に、データサイエンスと機械学習を適用して、パーソナライズされたリッチなエクスペリエン
スの設計と提供を劇的に改善します。アドビエクスペリエンスプラットフォームを使用して Kinesis Data 
Streams を利用する方法の詳細については、「Amazon Kinesis コネクタ」を参照してください。

Apache ドルイド
Druid は高性能でリアルタイムの分析データベースで、ストリーミングデータやバッチデータに関するク
エリを大規模かつ負荷のかかった状態で 1 秒以内に処理できます。Apache Druid を使用して Kinesis Data 
Streams をインジェストする方法の詳細については、「Amazon Kinesis インジェスト」を参照してくださ
い。

Apache Spark
Apache Spark は、大規模データ処理のための統合分析エンジンです。Java、Scala、Python、R の高レベ
ル API と、一般的な実行グラフをサポートする最適化されたエンジンを提供します。Spark ストリーミン
グを使用して Kinesis Data Streams を利用する方法の詳細については、「Spark ストリーミング + Kinesis 
統合」を参照してください。
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Databricks
Databricks は、データエンジニアリング、データサイエンス、機械学習のためのコラボレーション環境を
提供するクラウドベースのプラットフォームです。Databricks を使用して Kinesis Data Streams を利用す
る方法の詳細については、「構造化ストリーミング用の Kinesis コネクタ」を参照してください。

Kafka コンフルエントプラットフォーム
Confluent Platform は Kafka 上に構築され、企業がリアルタイムのデータパイプラインとストリーミング
アプリケーションを構築および管理するのに役立つ追加機能を提供します。Confluent プラットフォーム
を使用して Kinesis Data Streams を利用する方法の詳細については、「Confluent プラットフォーム用 
Amazon Kinesis ソースコネクタ」を参照してください。

キネサマー
Kinesumer は、Amazon Kinesis Data Streams 用のクライアント側の分散型コンシューマーグループクラ
イアントを実装する Go クライアントです。詳細については、Kinesリポジトリを参照してください。

Talend
Talendは、ユーザーがスケーラブルで効率的な方法でさまざまなソースからデータを収集、変換、接続で
きるようにするデータ統合および管理ソフトウェアです。Talendを使用してKinesis Data Streams を利用
する方法の詳細については、「TalendをAmazon Kinesis ストリームConnect する」を参照してください。

Kinesis データストリームコンシューマーのトラブ
ルシューティング

以下のセクションでは、Amazon Kinesis Data Streams コンシューマーの操作中に発生する可能性がある
一般的な問題に対する解決策を示します。

• Kinesis クライアントライブラリの使用時に一部の Kinesis Data Streams レコードがスキップされ
る (p. 184)

• 同じシャードに属するレコードが、異なるレコードプロセッサによって同時に処理される (p. 185)
• コンシューマーアプリケーションの読み取りの速度が予想よりも遅い (p. 185)
• GetRecords ストリームにデータがある場合でも空のレコード配列を返す (p. 186)
• シャードイテレータが予期せずに終了する (p. 186)
• コンシューマーレコードの処理が遅れる (p. 186)
• 承認されていない KMS マスターキーの権限エラー (p. 187)
• コンシューマーにとって一般的な問題、質問、トラブルシューティングのアイデア (p. 187)

Kinesis クライアントライブラリの使用時に一部の 
Kinesis Data Streams レコードがスキップされる
レコードがスキップされる最も一般的な原因は、processRecords からスローされる処理されない例外
です。Kinesis Client Library (KCL) は、processRecords コードを使用して、データレコードの処理で
発生するすべての例外を処理します。processRecords からスローされるすべての例外は、 KCLによっ
て吸収されます。反復的なエラーに対する無限再試行を回避するために、KCL では例外の発生時に処理
中であったレコードのバッチを再送信しません。KCL は、レコードプロセッサを再起動することなく、
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同じシャードに属するレコードが、異なるレ
コードプロセッサによって同時に処理される

データレコードの次のバッチで processRecords を呼び出します。これにより、事実上、コンシュー
マーアプリケーションではレコードがスキップされたことになります。レコードのスキップを防止するに
は、processRecords 内ですべての例外を適切に処理します。

同じシャードに属するレコードが、異なるレコードプ
ロセッサによって同時に処理される
実行されている Kinesis Client Library (KCL) アプリケーションでは、シャードの所有者はひとりだけで
す。ただし、複数のレコードプロセッサが一時的に同じシャードを処理する場合があります。ネットワー
ク接続を紛失したワーカーインスタンスの場合、CL はフェイルオーバー時間の期限が切れた後に、到達で
きないワーカーはレコードを処理していないと仮定し、他のワーカーインスタンスが引き継ぐように指示
します。このとき短時間ですが、新しいレコードプロセッサと到達不可能なワーカーのレコードプロセッ
サが同じシャードのデータを処理する場合があります。

アプリケーションに適したフェイルオーバー時間を設定する必要があります。低レイテンシーアプリケー
ションの場合、10秒のデフォルトは、待機する最大時間を表している場合があります。ただし、より頻繁
に接続が失われる地域で通話を行うなどの接続問題が予想される場合、この数値は低すぎる場合がありま
す。

ネットワーク接続は通常、以前の到達不可能なワーカーに復元されるため、アプリケーションではこのシ
ナリオを予期して処理する必要があります。レコードプロセッサのシャードが別のレコードプロセッサに
引き継がれた場合、レコードプロセッサは正常なシャットダウンを実行するために次の 2 つのケースを処
理する必要があります。

1. processRecords への現在の呼び出しが完了した後で、KCL はシャットダウンの理由ZOMBIEを使用
してレコードプロセッサでシャットダウンメソッドを呼び出します。レコードプロセッサは、すべての
リソースを必要に応じて適切にクリーンアップした後、終了する必要があります。

2. zombieワーカーからチェックポイントを作成しようとすると、KCL は ShutdownException をスロー
します。この例外を受け取った後、コードは現在のメソッドを正常に終了する必要があります。

詳細については、重複レコードの処理 (p. 190)を参照してください。

コンシューマーアプリケーションの読み取りの速度が
予想よりも遅い
読み取りのスループットが予想よりも遅くなる最も一般的な理由は次のとおりです。

1. 複数のコンシューマーアプリケーションの読み取りの合計が、シャードごとの制限を超えています。
詳細については、クォータと制限 (p. 7)を参照してください。この場合、Kinesis データストリームの
シャードの数が増えます。

2. 呼び出しごとの GetRecords の最大数を指定する制限が、低い値で設定されている可能性がありま
す。KCL を使用している場合は、ワーカーに設定した maxRecords プロパティの値が低い可能性があ
ります。一般的に、このプロパティにはシステムのデフォルトを使用することをお勧めします。

3. processRecords 呼び出し内のロジックに予想よりも時間がかかる場合があります。これには、ロ
ジックが CPU を大量に消費する、I/O をブロックする、同期のボトルネックになっているなど、多くの
理由が考えられます。これに該当するかどうかをテストするには、空のレコードプロセッサをテスト実
行し、読み取りスループットを比較します。受信データに遅れずに対応する方法については、リシャー
ディング、拡張、並列処理 (p. 189)を参照してください。

コンシューマーアプリケーションが 1 つのみである場合、通常、PUT レートの少なくとも 2 倍高速に
読み取りを実行できます。これは、書き込みに対して 1 秒あたり最大 1,000 レコードを書き込むことが
でき、最大合計データ書き込み速度が 1 秒あたり 1 MB (パーティションキーを含む) になるためです。
オープンな各シャードは、読み取りに対して 1 秒あたり最大 5 トランザクションをサポートでき、最大
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合計データ読み取り速度は 1 秒あたり 2MB です。各読み取り (GetRecords) は、レコードのバッチを
取得します。GetRecords によって返されるデータのサイズは、シャードの使用状況によって異なりま
す。GetRecords が返すことができるデータの最大サイズは、10 MB です。呼び出しがその制限を返す場
合、次の 5 秒以内に行われるそれ以降の呼び出しは ProvisionedThroughputExceededException を
スローします。

GetRecords ストリームにデータがある場合でも空の
レコード配列を返す
レコードの消費、つまり取得は、プルモデルです。開発者は、GetRecordsバックオフのない連続ループで
コールすることが期待されます。GetRecords のすべての呼び出しは、ShardIterator 値も返します。
この値は、ループの次のイテレーションで使用する必要があります。

GetRecords オペレーションはブロックしません。その代わりに、関連データレコードまたは空の
Records 要素とともに、直ちに制御を戻します。空の Records 要素は、2 つの条件の下で返されます。

1. 現在シャードにはそれ以上のデータがない。
2. シャードの ShardIterator で指定されたパートの近くにデータがない。

後者の条件は微妙ですが、レコードを取得するときに無限のシーク時間 (レイテンシー) を回避するた
めに必要な設計上のトレードオフです。そのため、ストリームを使用するアプリケーションはループ
し、GetRecords を呼び出して、当然のこととして空のレコードを処理します。

本稼働シナリオで、連続ループが終了するのは、NextShardIterator の値が NULL である場合
のみにする必要があります。NextShardIterator が NULL である場合、現在のシャードが閉じら
れ、ShardIterator 値は最後のレコードを過ぎたことを示します。コンシューマーアプリケーションが
SplitShard または MergeShards を呼び出さない場合、シャードは開いたままになり、GetRecords の呼び
出しは NextShardIterator である NULL 値を返しません。

Kinesis Client Library (KCL) を使用する場合、お客様に対しては前述の消費パターンは抽象化されます。
これには、動的に変更する一連のシャードの自動処理が含まれます。KCL により、デベロッパーは入力レ
コードを処理するロジックのみを提供します。ライブラリが自動的に GetRecords の継続的な呼び出しを
行うため、これが可能になります。

シャードイテレータが予期せずに終了する
新しいシャードのイテレータは、GetRecords リクエスト (NextShardIterator として) 返されます。こ
れは次の GetRecordsリクエスト (ShardIterator として) 使用します。通常の場合、このシャードイテ
レーターは使用する前に有効期限が切れることはありません。ただし、5 分以上 GetRecords を呼び出さ
なかったため、またはコンシューマーアプリケーションの再起動を実行したため、シャードイテレータの
有効期限が切れる場合があります。

シャードイテレーターの有効期限がすぐに切れて使用できない場合、これは Kinesis で使用している 
DynamoDB テーブルの容量不足でリースデータを保存できないことを示している可能性があります。こ
の状況は、多数のシャードがある場合により発生する可能性が高くなります。この問題を解決するには、
シャードテーブルに割り当てられた書き込み容量を増やします。詳細については、リーステーブルを使用
して KCL コンシューマアプリケーションによって処理されたシャードを追跡する (p. 126)を参照してく
ださい。

コンシューマーレコードの処理が遅れる
ほとんどのユースケースで、コンシューマーアプリケーションはストリームから最新のデータを読み取り
ます。特定の状況下では、コンシューマーの読み取りが遅れるという好ましくない事態が発生します。コ
ンシューマーの読み取りの遅れ具合を確認したら、遅れの最も一般的な理由を参照してください。
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GetRecords.IteratorAgeMilliseconds メトリクスを起動して、ストリーム内のすべてのシャード
とコンシューマーの読み取り位置を追跡します。イテレータの経過日数が保持期間 (デフォルトで 24 時
間、最大で 365 日まで設定可能) の 50% を経過すると失効する場合、レコードの有効期限切れによるデー
タ損失のリスクがあります。とりあえずの解決策は、保持期間を長くすることです。これにより、問題の
トラブルシューティングを行う間に重要なデータが失われるのを防ぎます。詳細については、「Amazon 
CloudWatch による Amazon Kinesis Data Streams サービスのモニタリング (p. 193)」を参照してくださ
い。次に、Kinesis Client Library (KCL)、Kinesis Client Library (KCL)、コンシューマーアプリケーション
の読み取りが各シャードからどのくらい遅れているかを確認しますMillisBehindLatest。 CloudWatch 
詳細については、「Amazon CloudWatch を使用した Kinesis Client Library のモニタリング (p. 208)」を
参照してください。

コンシューマーが遅れる最も一般的な理由:

• GetRecords.IteratorAgeMilliseconds の突然の上昇または MillisBehindLatest は、通常ダ
ウンストリームアプリケーションに対する API オペレーションの障害などの一時的な問題を示します。
どちらかのメトリクスが恒常的にこのような動きを示す場合、この急激な上昇を調査する必要がありま
す。

• これらのメトリクスが徐々に上昇する場合は、レコードの処理速度が不十分なためストリームにコン
シューマーが追いついていないことを示します。この状況に共通の原因は、物理リソースの不足また
はストリームスループットの上昇にレコード処理ロジックが追随できないことです。この動作を確認す
るには、、、などRecordProcessor.processRecords.Time、processTask操作に関連して KCL 
CloudWatchRecordsProcessed が生成する他のカスタムメトリクスを調べます。Success

• スループットの増加に伴う processRecords.Time メトリクスの上昇が確認された場合、レコード
処理ロジックを分析して、スループットの増加に対応したスケーリングができない理由を調べる必要
があります。

• スループットの上昇とは関連性がない processRecords.Time 値の上昇が認められた場合は、重要
なパスでブロック呼び出しを行っていないか確認します。これは、レコード処理の低下を招きます。
代替策として、シャードの数を増やして並列処理を増やす方法があります。最後に、ピーク需要時に
適切な容量の物理リソース (メモリ、CPU 使用率など) が基盤の処理ノードに存在することを確認しま
す。

承認されていない KMS マスターキーの権限エラー
このエラーは、KMS マスターキーのアクセス許可なしで、コンシューマーアプリケーションが暗号化され
たストリームから読み取りを行ったときに発生します。KMS キーにアクセスする許可をアプリケーション
に割り当てるには、AWS KMS でのキーポリシーの使用およびAWS KMS での IAM ポリシーの使用を参照
してください。

コンシューマーにとって一般的な問題、質問、トラブ
ルシューティングのアイデア
• Kinesis Data Streams トリガーが Lambda 関数を呼び出すことができないのはなぜですか?
• Kinesis Data Streams で ReadProvisionedThroughputExceeded例外を検出してトラブルシューティング

する方法を教えてください。
• Kinesis Data Streams で高レイテンシーの問題が発生するのはなぜですか?
• Kinesis データストリームで 500 内部サーバーエラーが返されるのはなぜですか?
• Kinesis Data Streams 用のブロックまたはスタックされた KCL アプリケーションのトラブルシューティ

ング方法を教えてください。
• 同じ Amazon DynamoDB テーブルで異なる Amazon Kinesis クライアントライブラリアプリケーション

を使用できますか？
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Amazon Kinesis Data Streams コンシューマー向け
の高度なトピック

Amazon Kinesis Data Streams コンシューマーを最適化する方法を説明します。

目次
• 低レイテンシー処理 (p. 188)
• を使用するAWS LambdaKinesis プロデューサーライブラリで (p. 189)
• リシャーディング、拡張、並列処理 (p. 189)
• 重複レコードの処理 (p. 190)
• 起動、シャットダウン、スロットリングの処理 (p. 191)

低レイテンシー処理
伝達遅延と定義されます。end-to-endレコードがストリームに書き込まれた瞬間から、コンシューマーア
プリケーションによって読み取られるまでのレイテンシ。この遅延はいくつかの要因によって異なります
が、最も大きく影響するのはコンシューマーアプリケーションのポーリング間隔です。

ほとんどのアプリケーションについては、アプリケーションごとに各シャードを 1 秒に 1 回ポーリングす
ることをお勧めします。これにより、Amazon Kinesis Data Streams の制限値 5 を超えることなく、複数
のコンシューマーアプリケーションで同時にストリームを処理できます。GetRecords1 秒につき呼び出
し さらに、処理するデータバッチが大きくなると、アプリケーション内でネットワークおよび他の下流レ
イテンシーを効率的に短縮できる可能性が高くなります。

KCL のデフォルト値は、毎秒のポーリングのベストプラクティスに従うよう設定されています。このデ
フォルト設定により、平均的な伝達遅延は通常、1 秒未満になります。

Kinesis Data Streams レコードは、書き込まれた後、すぐに読み取り可能になります。このことを利用
し、ストリームが使用可能になったらすぐにストリームのデータ利用が必要になるユースケースもありま
す。次の例に示されているように、KCL のデフォルト設定を上書きしてポーリングの頻度を高めること
で、伝達遅延を大幅に短縮できます。

Java KCL の設定コードを次に示します。

kinesisClientLibConfiguration = new 
        KinesisClientLibConfiguration(applicationName, 
        streamName,                
        credentialsProvider, 
        
 workerId).withInitialPositionInStream(initialPositionInStream).withIdleTimeBetweenReadsInMillis(250);

Python および Ruby KCL のプロパティファイル設定を次に示します。

idleTimeBetweenReadsInMillis = 250

Note

Kinesis Data Streams には 5 の制限があるためGetRecords1 秒につき呼び出し、シャードあた
り、idleTimeBetweenReadsInMillis200ミリ秒未満のプロパティにより、アプリケーション
がProvisionedThroughputExceededException例外。この例外の発生回数が多くなりすぎ
ると、エクスポネンシャルバックオフにつながり、予期しない大幅なレイテンシーが処理中に生
じることが考えられます。このプロパティを 200 ms または少し上に設定した場合も、複数の処
理アプリケーションが実行されていれば、同様の調整が発生します。
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を使用するAWS LambdaKinesis プロデューサーライ
ブラリで
-Kinesis プロデューサーライブラリ(KPL) は、ユーザーがフォーマットした小さなレコードを最大 1 MB の
レコードに集約して、Amazon Kinesis Data Streams スループットの使用を容易にします。KCL for Java 
でこれらのレコードの集約解除がサポートされていますが、を使用する場合は、特別なモジュールを使用
してレコードを集約解除する必要があります。AWS Lambdaストリームのコンシューマーとして。必要な
プロジェクトコードと指示は、から入手できます。GitHubでKinesis プロデューサーライブラリデアグリ
ゲーションモジュールAWSLambda。このプロジェクトのコンポーネントでは、内で KPL シリアル化され
た KPL データを内で処理できます。AWS LambdaJava で Node.js と Python でと指定します。これらのコ
ンポーネントは、複数言語 KCL アプリケーションの一部として使用することもできます。

リシャーディング、拡張、並列処理
リシャーディングによって、ストリームのデータフロー率の変化に合わせて、ストリーム内のシャード
数を増減できます。リシャーディングは、通常、シャードのデータ処理メトリクスを監視する管理アプリ
ケーションによって実行されます。KCL 自体はリシャーディング操作を開始しませんが、リシャーディン
グによるシャード数の変化に適応するように設計されています。

で述べたようにリーステーブルを使用して KCL コンシューマアプリケーションによって処理されたシャー
ドを追跡する (p. 126)の場合、KCL は Amazon DynamoDB テーブルを使用してストリーム内のシャー
ドを追跡します。リシャーディングの結果として新しいシャードが作成されると、KCL は新しいシャー
ドを検出し、テーブル内の新しい行に値を入力します。ワーカーは、自動的に新しいシャードを検出し、
シャードからのデータを処理するためにプロセッサを作成します。また、KCL は、ストリーム内のシャー
ドを、利用可能なすべてのワーカーとレコードプロセッサに分散させます。

KCL は、リシャーディング前にシャードに存在していたすべてのデータが最初に処理されるようにしま
す。このデータが処理された後、新しいシャードからのデータがレコードプロセッサに送信されます。こ
のようにして、KCL は、データレコードが特定のパーティションキーのストリームに追加された順序を保
持します。

例: リシャーディング、拡張、並列処理
次の例は、KCL を使用してスケーリングとリシャーディングを処理する方法を示しています。

• たとえば、アプリケーションが 1 つの EC2 インスタンスで実行中であり、4 つのシャードを含む 1 つの 
Kinesis Data Streams を処理しているとします。この 1 つのインスタンスに 1 つの KCL ワーカーと、4 
つのレコードプロセッサ (各シャードに 1 つのレコードプロセッサ) があります。この 4 つのレコードプ
ロセッサは、同一プロセス内で並列実行されます。

• 次に、別のインスタンスを使用するようにアプリケーションを拡張し、2 つのインスタンスで、4 つの
シャードを含む 1 つのストリームを処理するとします。KCL ワーカーが 2 番目のインスタンスで起動す
ると、最初のインスタンスで負荷分散が行われ、各インスタンスで 2 つのシャードが処理されるように
なります。

• 次に、4 つのシャードを 5 つのシャードに分割するとします。KCL は、インスタンス間で処理を調整し
ます。一方のインスタンスが 3 つのシャードを処理し、もう一方のインスタンスが 2 つのシャードを処
理するように調整されます。シャードをマージしたときにも、同様の調整が行われます。

通常、KCL を使用する場合、インスタンスの数がシャードの数を超過しないように注意します (障害に対
するスタンバイを目的とする場合を除く)。各シャードは厳密に 1 つの KCL ワーカーによって処理され、
対応するレコードプロセッサが厳密に 1 つ存在するため、1 つのシャードを処理するために複数のイン
スタンスが必要になることはありません。ただし、1 つのワーカーで任意の数のシャードを処理できるた
め、シャードの数がインスタンスの数を超過していても問題はありません。

アプリケーションでの処理を拡張するには、次のようなアプローチの組み合わせをテストする必要があり
ます。
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• インスタンスのサイズを拡張する (すべてのレコードプロセッサがプロセス内で並列実行されるため)
• 開くことができるシャードの最大数までインスタンスの数を増やす (シャードを個別に処理できるため)
• シャードの数を増やす (並列処理のレベルが向上する)

Auto Scaling を使用して、適切なメトリクスに基づいて自動的にインスタンスを拡張できます。詳細につ
いては、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」を参照してください。

リシャーディングによってストリーム内のシャードの数が増加すると、対応するレコードプロセッサの数
も増加し、これらをホストする EC2 インスタンスの負荷が増大します。このインスタンスが Auto Scaling 
グループの一部であり、負荷の増加が十分である場合、増加した負荷を処理するために Auto Scaling グ
ループにインスタンスが追加されます。新しいインスタンスで追加のワーカーやレコードプロセッサがす
ぐにアクティブになるように、インスタンスの起動時にの Amazon Kinesis Data Streams アプリケーショ
ンを起動するように設定してください。

リシャーディングの詳細については、「ストリームをリシャーディングする (p. 79)」を参照してくださ
い。

重複レコードの処理
レコードが複数回に配信される理由は、主にプロデューサーの再試行とコンシューマーの再試行の 2 つに
なります。アプリケーションは、各レコードの複数回処理を予測して適切に処理する必要があります。

プロデューサーの再試行
プロデューサーでを呼び出してネットワーク関連のタイムアウトを発生する場合がありま
す。PutRecordただし、Amazon Kinesis Data Streams から承認を受け取るまでの間です。プロデュー
サーは、レコードが Kinesis Data Streams に配信されたかどうかを確認できません。各レコードがア
プリケーションにとって重要であれば、同じデータを使用して呼び出しを再試行するようにプロデュー
サーが定義されているはずです。(両方に対して)PutRecord同じデータに対する呼び出しが Kinesis Data 
Streams に正常にコミットされると、2 つの Kinesis Data Streams レコードが作成されます。2 つのレ
コードは、データは同じでも、一意のシーケンス番号が付けられています。厳密な保証を必要とするアプ
リケーションは、後で処理するときに重複を削除するようにレコード内にプライマリキーを埋め込む必要
があります。プロデューサーの再試行に起因する重複の数が、コンシューマーの再試行に起因する重複の
数より通常は少ないことに注意してください。

Note

♪AWSSDKPutRecordのデフォルト値は構成の再試行が失敗しましたPutRecord最大 3 回まで
呼び出します。

コンシューマーの再試行
コンシューマー (データ処理アプリケーション) の再試行は、レコードプロセッサが再開するときに発生し
ます。同じシャードのレコードプロセッサは次の場合に再開します。

1. ワーカーが予期せず終了する
2. ワーカーのインスタンスが追加または削除される
3. シャードが結合または分割される
4. アプリケーションがデプロイされる

これらすべての場合において、shards-to-worker-to-record-processorマッピングは継続的に更新され、ロー
ドバランシング処理が行われます。他のインスタンスに移行されたシャードプロセッサは、最後のチェッ
クポイントからレコードの処理を再開します。これにより、次の例に示すように、重複レコード処理が発
生します。負荷分散の詳細については、「リシャーディング、拡張、並列処理 (p. 189)」を参照してくだ
さい。
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例: コンシューマーの再試行によるレコードの再配信
この例では、ストリームから継続的にレコードを読み取り、ローカルファイルにレコードを集約し、この
ファイルを Amazon S3 にアップロードするアプリケーションがあるとします。分かりやすいように、1 つ
のシャードとこのシャードを処理する 1 つのワーカーがあるとします。最後のチェックポイントがレコー
ド番号 10000 であると仮定して、次の例の一連のイベントを考えてみます。

1. ワーカーで、シャードから次のレコードのバッチを読み込みます (10001 から 20000)。
2. 次にワーカーで、そのレコードのバッチを関連付けられたレコードプロセッサに渡します。
3. レコードプロセッサはデータを集約し、Amazon S3 ファイルを作成して、ファイルを Amazon S3 に正

常にアップロードします。
4. 新しいチェックポイントが発生する前にワーカーが予期せず終了します。
5. アプリケーション、ワーカー、およびレコードプロセッサが再開します。
6. ワーカーは、正常な最後のチェックポイント (この場合は 10001) から読み込みを開始しました。

したがって、10001 から 20000 のレコードは複数回使用されます。

コンシューマーの再試行に対する弾力性
レコードが複数回処理される可能性がある場合でも、アプリケーションは、レコードが 1 回だけ処理され
たかのように副作用を示すことがあります (べき等処理)。この問題に対するソリューションは複雑さと正
確性によって異なります。最終データの送信先が重複を適切に処理できる場合は、べき等処理の実行に最
終送信先を使用することをお勧めします。たとえば、とOpenSearchバージョニングと一意の ID の組み合
わせを使用して、重複処理を回避できます。

前のセクションのサンプルアプリケーションでは、ストリームから継続的にレコードを読み取り、ロー
カルファイルにレコードを集約し、このファイルを Amazon S3 にアップロードします。図に示すよう
に、10001 から 20000 のレコードが複数回使用されることにより、複数の Amazon S3 ファイルには同じ
データが含まれています。この例の重複を減らす方法の 1 つは、ステップ 3 で次のスキーマを使用するこ
とです。

1. レコードプロセッサは、5000 など、Amazon S3 ファイルごとに固定数のレコードを使用します。
2. ファイル名には、次のスキーマを使用します。Amazon S3 プレフィックス、シャード ID、およ

びFirst-Sequence-Num。この場合、sample-shard000001-10001 のようになります。
3. Amazon S3 ファイルをアップロードした後で、を指定してチェックポイントを作成します。Last-

Sequence-Num。この場合、レコード番号 15000 にチェックポイントが作成されます。

このスキームでは、レコードが複数回処理されても、生成される Amazon S3 ファイルの名前は同じで、
データは同じになります。再試行によってのみ、同じファイルに同じデータが複数回書き込まれます。

リシャーディングオペレーションの場合、シャードに残っているレコードの数は必要な一定数より少ない
ことがあります。この場合、shutdown()メソッドは、ファイルを Amazon S3 にフラッシュし、最後の
シーケンス番号でチェックポイントを作成する必要があります。前述のスキーマも、リシャーディングオ
ペレーションと互換性があります。

起動、シャットダウン、スロットリングの処理
ここでは、Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションの設計に取り入れる必要がある、追加の考慮
事項を示します。

目次
• データプロデューサとデータコンシューマーの起動 (p. 192)
• Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションのシャットダウン (p. 192)
• 読み込みのスロットリング (p. 192)
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データプロデューサとデータコンシューマーの起動
デフォルトでは、KCL はストリームの末端 (最後に追加されたレコード) からレコードの読み込みを開始し
ます。この設定では、受信側のレコードプロセッサが実行される前に、データプロデューサーアプリケー
ションがストリームにレコードを追加した場合、レコードプロセッサが起動した後、これらのレコードは
レコードプロセッサによって読み込まれません。

レコードプロセッサの動作を変更して、常にストリームの先頭からデータを読み込むには、Amazon 
Kinesis Data Streams アプリケーションのプロパティファイルで次の値を設定します。

initialPositionInStream = TRIM_HORIZON

デフォルトでは、Amazon Kinesis Data Streams はすべてのデータを 24 時間保存します。また、最
大 7 日間の長期保存と最大 365 日間の長期保存もサポートします。この期間は保持期間と呼ばれま
す。TRIM_HORIZON に起動ポジションを設定すると、保持期間で定義されているとおりに、ストリーム
の古いデータを使用してレコードプロセッサが起動します。TRIM_HORIZON 設定でも、レコードプロセッ
サが保持期間経過後に起動した場合は、ストリームのデータの一部が使用できなくなります。そのため、
ストリームから読み込むコンシューマーアプリケーションが常に存在しており、CloudWatch メトリクス
GetRecords.IteratorAgeMilliseconds を使用してアプリケーションが着信データに追随している
ことをモニタリングする必要があります。

シナリオによっては、レコードプロセッサでストリームの最初の数レコードが不足していても問題はない
場合があります。たとえば、ストリームが動作していることをテストするために、ストリームを介して初
期レコードをいくつか実行できます。end-to-end想定どおりに この初期確認を行った後、ワーカーを起動
し、ストリームへの本稼働データの送信を開始します。

TRIM_HORIZON の設定の詳細については、「シャードイテレーターを使用する (p. 161)」を参照してく
ださい。

Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションのシャットダウ
ン
Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションが目的のタスクを完了したら、アプリケーションが実行
されている EC2 インスタンスを削除することによって、アプリケーションをシャットダウンする必要があ
ります。インスタンスを終了するには、AWS Management Console または AWS CLI を使用します。

Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションをシャットダウン後に、KCL でアプリケーションの状態
を追跡するために使用した Amazon DynamoDB テーブルを削除する必要があります。

読み込みのスロットリング
ストリームのスループットは、シャードレベルでプロビジョニングされます。各シャードの読み取りス
ループットは、読み取りに対して最大 5 秒につきトランザクション (最大 5 MB /秒) です。アプリケーショ
ン (または同じストリームで動作するアプリケーションのグループ) がシャードからデータをより高速に取
得しようとすると、Kinesis Data Streams は対応する GET オペレーションを調整します。

Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションでは、レコードプロセッサが制限よりも高速にデータを
処理している場合 (フェイルオーバーの場合など)、スロットリングが発生します。KCL によってアプリ
ケーションと KKinesis Data Streams が管理されるため、スロットリング例外は、アプリケーションコー
ドではなく KCL コードで発生します。ただし、KCL によってこれらの例外がログに記録されるため、ロ
グで例外を確認できます。

アプリケーションのスロットリングが一貫して行われる場合は、ストリームのシャードの数を増やすこと
を検討してください。

192

https://console.aws.amazon.com/ec2/home
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/index.html


Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
CloudWatch でサービスをモニタリングする

Amazon Kinesis Data Streams のモ
ニタリング

次の機能を使用して Amazon Kinesis Data Streams のデータストリームをモニタリングできます。

• CloudWatch メトリクス (p. 193)— Kinesis Data Streams は Amazon を送信します CloudWatch 各ス
トリームの詳細モニタリングのカスタムメトリクス。

• Kinesis エージェント (p. 204)— Kinesis エージェントがカスタムを公開する CloudWatch エージェン
トが期待どおりに動作している場合に、メトリクス。

• API ログ記録 (p. 204) - Kinesis Data Streams は AWS CloudTrail を使用して API コールをログに記録
し、そのデータを Amazon S3 バケットに保存します。

• Kinesis Client Library (p. 208) - Kinesis Client Library (KCL) は、シャード、ワーカー、および KCL ア
プリケーションごとのメトリクスを提供します。

• Kinesis Producer Library (p. 218) - Kinesis Producer Library (KPL) は、シャード、ワーカー、および
KPL アプリケーションごとのメトリクスを提供します。

一般的なモニタリングの問題、質問、およびトラブルシューティングの詳細については、以下を参照して
ください。

• Kinesis Data Streams の問題をモニタリングおよびトラブルシューティングするには、どのメトリクス
を使用すべきですか?

• なぜなのか IteratorAgeMilliseconds Kinesis Data Streams の値は増加し続けますか?

Amazon CloudWatch による Amazon Kinesis Data 
Streams サービスのモニタリング

Amazon Kinesis Data Streams と Amazon CloudWatch は統合されているため、Kinesis Data Streams 
の CloudWatch メトリクスを収集、表示、および分析できます。たとえば、シャードの使用状況の追跡
に、IncomingBytes メトリクス OutgoingBytes とメトリクスをモニタリングし、ストリーム内の
シャードカウントと比較できます。

ストリーム用に設定するメトリクスは、自動的に収集され、 CloudWatch 毎分。2 週間分のメトリクスが
アーカイブされ、その期間が経過したデータは破棄されます。

次の表は、Kinesis data streams の基本的なストリームレベルと拡張シャードレベルのモニタリングについ
て説明しています。

型 説明

ベーシック (ストリームレベル) ストリーム レベルのデータは、1 分間ごとに自動
的に送信されます。料金は発生しません。

拡張 (シャードレベル) シャードレベルのデータは、1分ごとに送信されま
す。追加料金が発生します。このレベルのデータ
を取得するには、EnableEnhancedMonitoring オペ
レーションを使用してストリームを明示的に有効
にする必要があります。
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型 説明
料金については、「」を参照してください。アマ
ゾン CloudWatch 製品ページ。

Amazon Kinesis Data Streams のディメンションとメ
トリクス
Kinesis Data Streams はメトリクスの送信 CloudWatch は、ストリームレベルとオプションのシャードレ
ベルの 2 つのレベルです。ストリームレベルのメトリクスは、通常の条件での最も一般的なモニタリング
のユースケース用です。シャードレベルのメトリクスは、通常トラブルシューティングに関連する特定の
モニタリングタスクで、EnableEnhancedMonitoring オペレーションを使用して有効になります。

から収集された統計の説明については、 CloudWatch 指標、「」を参照してください。CloudWatch 統
計のアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

トピック
• 基本ストリームレベルメトリクス (p. 194)
• 拡張シャードレベルメトリクス (p. 199)
• Amazon Kinesis Data Streams メトリクスのディメンション (p. 202)
• 推奨される Amazon Kinesis Data Streams メトリクス (p. 202)

基本ストリームレベルメトリクス
AWS/Kinesis 名前空間には、次のストリームレベルメトリクスが含まれます。

Kinesis Data Streams は、これらのストリームレベルメトリクスをに送信します。 CloudWatch 毎分。こ
れらのメトリクスは常に利用することができます。

メトリクス 説明

GetRecords.Bytes 指定された期間に測定された、Kinesis ストリームから取得し
たバイト数。Minimum、Maximum、および Average の統計
は、指定した期間内のストリームの単一 GetRecords オペ
レーションでのバイト数です。

シャードレベルメトリクス名: OutgoingBytes

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: バイト

GetRecords.IteratorAge このメトリクスは廃止されまし
た。GetRecords.IteratorAgeMilliseconds を使用し
ます。

GetRecords.IteratorAgeMillisecondsKinesis ストリームに対して行われたすべての GetRecords
呼び出しの最後のレコードの期間 (指定された時間に測定)。
期間は、現在の時刻と、GetRecords 呼び出しの最後のレ
コードがストリームに書き込まれた時刻の差です。Minimum 
および Maximum 統計は、Kinesis コンシューマーアプリケー
ションのプロセスを追跡するのに使用できます。値がゼロの
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メトリクス 説明
場合は、読み取り中のレコードがストリームに完全に追いつ
いていることを示します。

シャードレベルメトリクス名: IteratorAgeMilliseconds

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average

単位: ミリ秒

GetRecords.Latency 指定された期間に測定された GetRecords オペレーションご
とにかかった時間。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、

単位: ミリ秒

GetRecords.Records 指定された期間に測定された、シャードから取得したレコー
ド数。Minimum、Maximum、および Average の統計は、指
定した期間内のストリームの単一 GetRecords オペレーショ
ンでのレコード数です。

シャードレベルメトリクス名: OutgoingRecords

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

GetRecords.Success 指定された期間に測定された、ストリームごとの成功した
GetRecords オペレーションの数。

ディメンション：StreamName

統計: 平均、Sum、Samples

単位: [Count] (カウント)

IncomingBytes 指定された期間に、Kinesis ストリームに正常に送信さ
れたバイト数。このメトリクスには、PutRecord およ
び PutRecords オペレーションのバイト数も含まれま
す。Minimum、Maximum、および Average の統計は、指定
した期間内のストリームの単一 put オペレーションでのバイ
ト数です。

シャードレベルメトリクス名: IncomingBytes

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: バイト
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メトリクス 説明

IncomingRecords 指定された期間に、Kinesis ストリームに正常に送信され
たレコードの数。このメトリクスには、PutRecord およ
び PutRecords オペレーションのレコード数も含まれま
す。Minimum、Maximum、および Average の統計は、指定
した期間内のストリームの単一 put オペレーションでのレ
コード数です。

シャードレベルメトリクス名: IncomingRecords

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

PutRecord.Bytes 指定された期間に PutRecord オペレーションを使用して 
Kinesis ストリームに送信されたバイト数。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: バイト

PutRecord.Latency 指定された期間に測定された PutRecord オペレーションご
とにかかった時間。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、

単位: ミリ秒

PutRecord.Success 指定された期間に測定された、Kinesis ストリームごとの成功
した PutRecord オペレーションの数。Average はストリー
ムへの書き込み成功率を反映しています。

ディメンション：StreamName

統計: 平均、Sum、Samples

単位: [Count] (カウント)

PutRecords.Bytes 指定された期間に PutRecords オペレーションを使用して 
Kinesis ストリームに送信されたバイト数。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: バイト
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メトリクス 説明

PutRecords.Latency 指定された期間に測定された PutRecords オペレーションご
とにかかった時間。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、

単位: ミリ秒

PutRecords.Records このメトリクスは廃止されまし
た。PutRecords.SuccessfulRecords を使用します。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

PutRecords.Success 指定された期間に測定された、Kinesis ストリームあたりの最
低 1 つのレコードが成功した PutRecords オペレーション
の数。

ディメンション：StreamName

統計: 平均、Sum、Samples

単位: [Count] (カウント)

PutRecords.TotalRecords 指定された期間に測定された、Kinesis Data Streams ごとに
PutRecords オペレーションで送信されたレコードの総数。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

PutRecords.SuccessfulRecords 指定された期間に測定された、Kinesis Data Streams ごとの
PutRecords オペレーションの正常なレコード数。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

PutRecords.FailedRecords 指定された期間に測定された、Kinesis Data Streams ごとに
PutRecords オペレーションで内部障害のために拒否された
レコードの数。時折内部障害が予想されるため、再試行する
必要があります。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)
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メトリクス 説明

PutRecords.ThrottledRecords 指定された期間に測定された、Kinesis Data Streams ごとに
PutRecords オペレーションでスロットリングのために拒否
されたレコードの数。

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

ReadProvisionedThroughputExceeded指定された期間のストリームで調整された GetRecords 呼び
出し回数。このメトリクスで最も一般的に使用される統計は 
Average です。

Minimum の統計の値が 1 の場合、指定された期間にストリー
ムについてすべてのレコードが調整されました。

Maximum の統計の値が 0 (ゼロ) の場合、指定された期間に
ストリームについてどのレコードも調整されていません。

シャードレベルメトリクス名:
ReadProvisionedThroughputExceeded

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

SubscribeToShard.RateExceeded このメトリックスは、同じコンシューマーによるアクティブ
なサブスクリプションがすでにあるため新しいサブスクリプ
ションが失敗したとき、またはこのオペレーションで許可さ
れる 1 秒あたりの呼び出し回数を超えた場合に出力されま
す。
ディメンション：StreamName、ConsumerName、Con

SubscribeToShard.Success このメトリックスは、SubscribeToShard サブスクリプション
が正常に確立されたかどうかを記録します。このサブスクリ
プションの有効期間は最大で 5 分のみです。したがって、こ
のメトリックスは少なくとも 5 分に 1 回発行されます。

ディメンション：StreamName、ConsumerName、Con

SubscribeToShardEvent.Bytes 指定された期間に測定された、シャードから受信したバイト
数。Minimum、Maximum、および Average の統計は、指定
した期間内の単一イベントで発行されたバイト数です。

シャードレベルメトリクス名: OutgoingBytes

ディメンション：StreamName、ConsumerName、Con

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: バイト
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メトリクス 説明

SubscribeToShardEvent.MillisBehindLatest現在の時刻と最後のレコードが記録されている時刻の差は、 
SubscribeToShard イベントがストリームに書き込まれまし
た。

ディメンション：StreamName、ConsumerName、Con

統計: Minimum、Maximum、Average

単位: ミリ秒

SubscribeToShardEvent.Records 指定された期間に測定された、シャードから受信したレコー
ド数。Minimum、Maximum、および Average の統計は、指
定した期間内の単一イベント内のレコードです。

シャードレベルメトリクス名: OutgoingRecords

ディメンション：StreamName、ConsumerName、Con

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

SubscribeToShardEvent.Success このメトリックスは、イベントが正常に発行されるたびに出
力されます。これは、アクティブなサブスクリプションがあ
る場合にのみ出力されます。

ディメンション：StreamName、ConsumerName、Con

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

WriteProvisionedThroughputExceeded指定された期間にストリームのスロットリングにより拒否
されたレコードの数。このメトリクスには、PutRecord お
よび PutRecords オペレーションのスロットリングも含ま
れます。このメトリクスで最も一般的に使用される統計は 
Average です。

Minimum の統計がゼロ以外の値の場合、指定された期間にス
トリームについてレコードが調整中でした。

Maximum の統計の値が 0 (ゼロ) の場合、指定された期間の
ストリームで、どのレコードも調整中ではありませんでし
た。

シャードレベルメトリクス名:
WriteProvisionedThroughputExceeded

ディメンション：StreamName

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

拡張シャードレベルメトリクス
AWS/Kinesis 名前空間には、次のシャードレベルメトリクスが含まれます。
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Kinesis は以下のシャードレベルメトリクスをに送信します。 CloudWatch 毎分。各メトリックディメン
ションは 1 つを作成します。 CloudWatch メートル法で、約 43,200 になりますPutMetricData1 か月
あたりの API 呼び出し数。デフォルトでは、これらのメトリクスは有効ではありません。Kinesis から
発生した拡張メトリクスには、料金がかかります。詳細については、次を参照してください。アマゾン 
CloudWatch 料金見出しの下にAmazon CloudWatch カスタムメトリクス。料金は､1 ヶ月あたりのシャー
ドごとに表示されます。

メトリクス 説明

IncomingBytes 指定された期間に、シャードに正常に送信されたバイト数。
このメトリクスには、PutRecord および PutRecords オペ
レーションのバイト数も含まれます。Minimum、Maximum、
および Average の統計は、指定した期間内のシャードの単一 
put オペレーションでのバイト数です。

ストリームレベルメトリクス名: IncomingBytes

ディメンション：StreamName、ShardID

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: バイト

IncomingRecords 指定された期間に、シャードに正常に送信されたレ
コードの数。このメトリクスには、PutRecord および
PutRecords オペレーションのレコード数も含まれま
す。Minimum、Maximum、および Average の統計は、指定
した期間内のシャードの単一 put オペレーションでのレコー
ド数です。

ストリームレベルメトリクス名: IncomingRecords

ディメンション：StreamName、ShardID

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

IteratorAgeMilliseconds シャードに対して行われたすべての GetRecords 呼び出し
の最後のレコードの期間 (指定された時間に測定)。期間は、
現在の時刻と、GetRecords 呼び出しの最後のレコードが
ストリームに書き込まれた時刻の差です。Minimum および 
Maximum 統計は、Kinesis コンシューマーアプリケーション
のプロセスを追跡するのに使用できます。値が 0 (ゼロ) の場
合は、読み取り中のレコードがストリームに完全に追いつい
ていることを示します。

ストリームレベルメトリクス名:
GetRecords.IteratorAgeMilliseconds

ディメンション：StreamName、ShardID

統計: Minimum、Maximum、Average

単位: ミリ秒

OutgoingBytes 指定された期間に測定された、シャードから取得したバイト
数。Minimum、Maximum、および Average の統計は、指定
した期間内のシャードの単一 GetRecords オペレーションで
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メトリクス 説明
返されたバイト数または単一の SubscribeToShard イベン
トで発行されたバイト数です。

ストリームレベルメトリクス名: GetRecords.Bytes

ディメンション：StreamName、ShardID

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: バイト

OutgoingRecords 指定された期間に測定された、シャードから取得したレコー
ド数。Minimum、Maximum、および Average の統計は、指
定した期間内のシャードの単一 GetRecords オペレーション
で返されたレコードまたは単一の SubscribeToShard イベ
ントで発行されたレコードです。

ストリームレベルメトリクス名: GetRecords.Records

ディメンション：StreamName、ShardID

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

ReadProvisionedThroughputExceeded指定された期間のシャードで調整された GetRecords 呼び出
し回数。この例外カウントは、1 秒あたり 1 つのシャードあ
たり 5 回の読み込みまたは 1 つのシャードあたり 1 秒あたり 
2 MB の制限のすべてのディメンションを含みます。このメト
リクスで最も一般的に使用される統計は Average です。

Minimum の統計の値が 1 の場合、指定された期間にシャード
についてすべてのレコードが調整されました。

Maximum の統計の値が 0 (ゼロ) の場合、指定された期間に
シャードについてどのレコードも調整されていません。

ストリームレベルメトリクス名:
ReadProvisionedThroughputExceeded

ディメンション：StreamName、ShardID

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

201



Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
Amazon Kinesis Data Streams の

ディメンションとメトリクス

メトリクス 説明

WriteProvisionedThroughputExceeded指定された期間にシャードのスロットリングにより拒否され
たレコードの数。このメトリクスには、PutRecord および
PutRecords オペレーションのスロットリングが含まれ、さ
らに、1 つのシャードあたり 1 秒あたり 1,000 レコードまた
は 1 つのシャードあたり 1 秒あたり 1 MB の制限のすべての
ディメンションが含まれます。このメトリクスで最も一般的
に使用される統計は Average です。

Minimum の統計がゼロ以外の値の場合、指定された期間に
シャードについてレコードが調整中でした。

Maximum の統計の値が 0 (ゼロ) の場合、指定された期間の
シャードで、どのレコードも調整中ではありませんでした。

ストリームレベルメトリクス名:
WriteProvisionedThroughputExceeded

ディメンション：StreamName、ShardId

統計: Minimum、Maximum、Average、Sum

単位: [Count] (カウント)

Amazon Kinesis Data Streams メトリクスのディメンション

ディメンション 説明

StreamName Kinesis ストリームの名前。使用可能なすべての統計が StreamName
によってフィルタリングされます。

推奨される Amazon Kinesis Data Streams メトリクス
Amazon Kinesis Data Streams メトリクスのいくつかは、Kinesis Data Streams のお客様に特に重要で
す。次のリストは推奨メトリクスとご利用方法を提供しています。

メトリクス 使用に関する注意事項

GetRecords.IteratorAgeMillisecondsストリームのすべてのシャードとコンシューマーの読み込み場所を追跡しま
す。イテレータの経過日数が保持期間 (デフォルトで 24 時間、最大で 7 日ま
で設定可能) の 50% を経過すると、レコードの有効期限切れによるデータ損
失のリスクがあります。を使用することをお勧めします。 CloudWatch この
損失がリスクになる前に警告するように、最大統計のアラームが表示されま
す。このメトリクスを使用するシナリオ例は、コンシューマーレコードの処
理が遅れる (p. 186)を参照してください。

ReadProvisionedThroughputExceededコンシューマー側のレコード処理に後れが生じているときに、ボトルネック
がどこにあるかを確認するのは難しい場合があります。このメトリクスを使
用して、読み取りスループット制限を超えたために、読み取りが調整されて
いるかを判断してください。このメトリクスで最も一般的に使用される統計
は Average です。
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メトリクス 使用に関する注意事項

WriteProvisionedThroughputExceededこれは、ReadProvisionedThroughputExceeded メトリクスと同じ目的
ですが、ストリームのプロデューサー (PUT) 側用です。このメトリクスで最
も一般的に使用される統計は Average です。

PutRecord.Success,
PutRecords.Success

を使用することをお勧めします。 CloudWatch レコードがストリーム
に後れていることを示す Average 統計のアラームが表示されます。プ
ロデューサーが使用しているものに応じて、一つまたは両方の種類の 
PUT 種類を選択します。Kinesis Producer Library (KPL) を使用する場合
は、PutRecords.Success を使用します。

GetRecords.Success を使用することをお勧めします。 CloudWatch は、レコードがストリームの
役に立っていないことを示す Average 統計のアラームです。

Amazon へのアクセス CloudWatch Kinesis Data 
Streams のメトリクス
を使用して、Kinesis Data Streams のメトリクスをモニタリングするには、 CloudWatch コンソール、コ
マンドライン、または CloudWatch アピ。次の手順は、これらのさまざまなメソッドを使用してメトリク
スにアクセスする方法を示しています。

を使用してメトリクスにアクセスするには CloudWatch コンソール

1. を開く CloudWatch コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
2. ナビゲーションバーで、リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
4. [カテゴリ別の CloudWatch メトリクス] ペインで [Kinesis メトリクス] を選択します。
5. 該当する行をクリックし、指定した [MetricName] と [StreamName] の統計を表示します。

[Note:] (メモ:) ほとんどのコンソール統計名は、対応する統計名と一致します CloudWatch 上記に挙げ
たメトリック名 (除く)読み取りスループットそして書き込みスループット。次の統計は 5 分間隔で計
算されます。書き込みスループットによるのモニタリングIncomingBytesCloudWatch メトリクス、
および読み取りスループットモニタGetRecords.Bytes。

6. (オプション) グラフペインで、統計と期間を選択し、 CloudWatch これらの設定を使用してアラー
ム。

AWS CLI を使用してメトリクスにアクセスするには

list-metrics および get-metric-statistics コマンドを使用します。

を使用してメトリクスにアクセスするには CloudWatch CLI

mon-list-metrics コマンドと mon-get-stats コマンドを使用します。

を使用してメトリクスにアクセスするには CloudWatch API

ListMetrics オペレーションと GetMetricStatistics オペレーションを使用します。
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CloudWatch でエージェントをモニタリングする

Amazon CloudWatch による Kinesis Data Streams 
エージェントのヘルスのモニタリング

エージェントがカスタムを公開する CloudWatch 名前空間がのメトリクスAWSKinesisAgent。これらのメ
トリクスを使用して、エージェントがデータを指定されたとおりに Kinesis Data Streams にデータを送信
しており、エージェントが正常であり、データプロデューサーで適切な量の CPU とメモリリソースを消
費しているかを評価できます。送信されたレコード数やバイト数などのメトリクスは、エージェントがス
トリームにデータを送信する速度を知るのに便利です。これらのメトリクスが、ある程度の割合低下する
かゼロになることで期待されるしきい値を下回っている場合は、設定の問題、ネットワークエラー、エー
ジェントの状態の問題を示している場合があります。オンホスト CPU やメモリなどの消費量とエージェ
ントエラーカウンターなどのメトリクスは、プロデューサーのリソース使用率を示し、潜在的な構成ま
たはホストのエラーに対する洞察を提供します。最後に、エージェントの問題を調査するのに役立つサー
ビス例外を記録します。これらのメトリクスは、エージェント構成設定 cloudwatch.endpoint で指定
されたリージョンで報告されます。複数の Kinesis エージェントから発行された CloudWatch メトリクス
は、集約または結合されます。エージェント設定の詳細については、エージェントの設定 (p. 107)を参照
してください。

CloudWatch によるモニタリング
Kinesis Data Streams エージェントは、次のメトリクスを CloudWatch に送信します。

メトリクス 説明

BytesSent 指定された期間に Kinesis Data Streams に送信されたバイト数。

単位: バイト

RecordSendAttempts 指定した期間内の PutRecords 呼び出しのレコード数 (初回または再試行
の)。

単位: [Count] (カウント)

RecordSendErrors 指定した期間内の、PutRecords への呼び出しの失敗ステータス (再試行な
ど) のレコード数。

単位: [Count] (カウント)

ServiceErrors 指定した期間内の、サービスエラー (スロットリングエラーを除く) となった
PutRecords への呼び出し数。

単位: [Count] (カウント)

AWS CloudTrail を使用した Amazon Kinesis Data 
Streams API コールのログ記録

Amazon Kinesis Data Streams は、AWS CloudTrailとは、ユーザー、ロール、または、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。AWSKinesis Data Streams のサービス。 CloudTrail は、Kinesis 
Data Streams に対するすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされたコー
ルには、Kinesis Data Streams コンソールからのコールと、Kinesis Data Streams API オペレーションへ
のコードコールが含まれます。証跡を作成すると、の継続的デリバリーが可能になります。 CloudTrail 
Amazon S3 バケットへのイベント (Kinesis Data Streams のイベントなど)。証跡を設定しない場合でも、
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最新のイベントを CloudTrail コンソールでイベント履歴。CloudTrail によって収集された情報を使用し
て、Kinesis Data Streams に対して実行されたリクエスト、リクエスト実行元の IP アドレス、リクエスト
の実行者、リクエストの実行時、およびその他の詳細を判断することができます。

設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してくだ
さい。

CloudTrail の Kinesis Data Streams の情報
CloudTrail は、アカウントを作成するとユーザーの AWS アカウントで有効になります。サポートされて
いるイベントアクティビティが Kinesis Data Streams で発生した場合、そのアクティビティは CloudTrail 
他のイベントと一緒にイベントAWSのサービスイベントイベント履歴。最近のイベントは、AWS アカウ
ントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でイベントを表
示」を参照してください。

inesis Data Streams のイベントなど、AWS アカウントのイベントを継続的に記録する場合は、証跡を作
成します。あるトレイル可能にする CloudTrail をクリックして、Amazon S3 バケットにログファイルを配
信します。デフォルトでは、コンソールに追跡を作成すると、追跡はすべての AWS リージョンに適用さ
れます。追跡は、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した 
Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、その他の設定もできます。AWSで収集され
たデータをより詳細に分析し、それに基づく対応を行うサービス CloudTrail ログ。詳細については、以下
を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrailのサポート対象サービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 受信 CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルそして受信 CloudTrail 複数のアカウントのログ

ファイル

Kinesis Data Streams は、次のアクションをイベントとしてで記録します。 CloudTrail ログファイル:

• AddTagsToStream
• CreateStream
• DecreaseStreamRetentionPeriod
• DeleteStream
• DeregisterStreamConsumer
• DescribeStream
• DescribeStreamConsumer
• DisableEnhancedMonitoring
• EnableEnhancedMonitoring
• IncreaseStreamRetentionPeriod
• ListStreamConsumers
• ListStreams
• ListTagsForStream
• MergeShards
• RegisterStreamConsumer
• RemoveTagsFromStream
• SplitShard
• StartStreamEncryption
• StopStreamEncryption
• UpdateShardCount
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例: Kinesis Data Streams ログファイルエントリ

すべてのイベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかの情報が含まれます。アイデン
ティティ情報は以下の判断に役立ちます:

• リクエストがルートまたは AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報で行われたか
どうか。

• 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テンポラリ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 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 エレメント」を参照してください。

例: Kinesis Data Streams ログファイルエントリ
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含まれます。イベント は任意のソースから
の 1 つのリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメータ
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。

以下に、次の例は以下を実行します。 CloudTrail を実行するログエント
リCreateStream,DescribeStream,ListStreams,DeleteStream,SplitShard, およ
びMergeShardsアクション。

{ 
    "Records": [ 
        { 
            "eventVersion": "1.01", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice", 
                "accountId": "012345678910", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2014-04-19T00:16:31Z", 
            "eventSource": "kinesis.amazonaws.com", 
            "eventName": "CreateStream", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "shardCount": 1, 
                "streamName": "GoodStream" 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "db6c59f8-c757-11e3-bc3b-57923b443c1c", 
            "eventID": "b7acfcd0-6ca9-4ee1-a3d7-c4e8d420d99b" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.01", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice", 
                "accountId": "012345678910", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2014-04-19T00:17:06Z", 
            "eventSource": "kinesis.amazonaws.com", 
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            "eventName": "DescribeStream", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "streamName": "GoodStream" 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "f0944d86-c757-11e3-b4ae-25654b1d3136", 
            "eventID": "0b2f1396-88af-4561-b16f-398f8eaea596" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.01", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice", 
                "accountId": "012345678910", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2014-04-19T00:15:02Z", 
            "eventSource": "kinesis.amazonaws.com", 
            "eventName": "ListStreams", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "limit": 10 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "a68541ca-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a", 
            "eventID": "22a5fb8f-4e61-4bee-a8ad-3b72046b4c4d" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.01", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice", 
                "accountId": "012345678910", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2014-04-19T00:17:07Z", 
            "eventSource": "kinesis.amazonaws.com", 
            "eventName": "DeleteStream", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "streamName": "GoodStream" 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "f10cd97c-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a", 
            "eventID": "607e7217-311a-4a08-a904-ec02944596dd" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.01", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice", 
                "accountId": "012345678910", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
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            }, 
            "eventTime": "2014-04-19T00:15:03Z", 
            "eventSource": "kinesis.amazonaws.com", 
            "eventName": "SplitShard", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "shardToSplit": "shardId-000000000000", 
                "streamName": "GoodStream", 
                "newStartingHashKey": "11111111" 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "a6e6e9cd-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a", 
            "eventID": "dcd2126f-c8d2-4186-b32a-192dd48d7e33" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.01", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice", 
                "accountId": "012345678910", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2014-04-19T00:16:56Z", 
            "eventSource": "kinesis.amazonaws.com", 
            "eventName": "MergeShards", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "streamName": "GoodStream", 
                "adjacentShardToMerge": "shardId-000000000002", 
                "shardToMerge": "shardId-000000000001" 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "e9f9c8eb-c757-11e3-bf1d-6948db3cd570", 
            "eventID": "77cf0d06-ce90-42da-9576-71986fec411f" 
        } 
    ]
}

Amazon CloudWatch を使用した Kinesis Client 
Library のモニタリング

-Kinesis Client LibraryAmazon Kinesis Data Streams の (KCL) は、カスタム Amazon をパブリッシュしま
す。 CloudWatch KCL アプリケーションの名前を名前空間として使用して、お客様に代わってメトリク
ス。CloudWatch console に移動し、[カスタムメトリクス] を選択すると、これらのメトリクスを表示でき
ます。カスタムメトリクスの詳細については、「」を参照してください。カスタムメトリクスをパブリッ
シュするのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

にアップロードされたメトリクスには、わずかな金額が課金されます。 CloudWatch KCLによる。具体的
には、アマゾン CloudWatch カスタムメトリクスそしてアマゾン CloudWatch API リクエスト料金が適用
されます。詳細については、次を参照してください。アマゾン CloudWatch 料金。

トピック
• メトリクスと名前空間 (p. 209)
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• メトリクスレベルとディメンション (p. 209)
• メトリクスの設定 (p. 209)
• メトリクスの一覧 (p. 210)

メトリクスと名前空間
メトリクスのアップロードに使用される名前空間は、KCL の起動時に指定されたアプリケーション名で
す。

メトリクスレベルとディメンション
CloudWatch にアップロードされるメトリクスを制御する 2 つのオプションがあります。

メトリクスレベル

すべてのメトリクスに、個別のレベルが割り当てられます。メトリクスのレポートレベルを設定する
と、レポートレベル以下の個別のレベルのメトリクスは CloudWatch に送信されません。このレベル
として、NONE、SUMMARY、DETAILED があります。デフォルト設定は DETAILED であり、すべての
メトリクスが CloudWatch に送信されます。レポートレベル NONE は、メトリクスがまったく送信さ
れないことを意味します。各メトリクスに割り当てられるメトリクスの詳細については、メトリクス
の一覧 (p. 210)を参照してください。

有効なディメンション

すべての KCL メトリクスには、CloudWatch に送信されるディメンションが関連付けられていま
す。KCL 2.x では、単一のデータストリームを処理するように KCL が設定されている場合、すべての
メトリクスディメンション (Operation、ShardId、およびWorkerIdentifier) が、デフォルト
で有効になっています。また、KCL 2.x では、単一のデータストリームを処理するように KCL が設定
されている場合、Operation ディメンションを無効にすることはできません。KCL 2.x では、KCL 
が複数のデータストリームを処理するように構成されている場合、すべてのメトリクスディメンショ
ン (Operation、ShardId、StreamId、およびWorkerIdentifier) は、デフォルトで有効になっ
ています。また、KCL 2.x では、KCL が複数のデータストリームを処理するように設定されている場
合、Operation と StreamId ディメンションを無効にすることはできません。StreamIdディメン
ションは、シャードごとのメトリクスでのみ使用できます。

KCL 1.x では、デフォルトでは、Operation および ShardId ディメンションのみが有効であ
り、WorkerIdentifier ディメンションは無効となります。KCL 1.x では、Operation ディメン
ションを無効にすることはできません。

の詳細 CloudWatch メートル法ディメンション。ディメンションAmazonのセクション CloudWatch 
概念のトピック、アマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

WorkerIdentifier ディメンションが有効で、特定のKCL ワーカーが再起動するたびにワーカー 
ID プロパティに異なる値が使用される場合、新しい WorkerIdentifier ディメンション値を
持つ新しいメトリクスのセットが CloudWatch に送信されます。特定の KCL ワーカーの再起動
で、WorkerIdentifier ディメンションの値が同じである必要がある場合、各ワーカーの初期化中
に同じワーカー ID 値を明示的に指定する必要があります。アクティブな各 KCL ワーカーのワーカー 
ID 値は、すべての KCL ワーカー間で一意である必要があります。

メトリクスの設定
メトリクスレベルと有効なディメンションは、 KinesisClientLibConfiguration インスタンス。KCL アプリ
ケーションを起動するときに Worker に渡されます。左 MultiLangDaemon ケース、metricsLevelそし
てmetricsEnabledDimensionsプロパティは.properties ファイルで指定できます。 MultiLangDaemon 
KCL アプリケーション。
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メトリクスレベルには、次の 3 つの値のいずれかを割り当てることができます。なし、概要、または詳細
です。有効なディメンションの値は、使用できるディメンションのリストを含むカンマ区切りの文字列で
ある必要があります。 CloudWatch メトリクス。KCL アプリケーションによって使用されるディメンショ
ンは、Operation、ShardId、および WorkerIdentifier です。

メトリクスの一覧
次の表には、範囲およびオペレーションによってグループ分けされた KCL メトリクスが一覧表示されてい
ます。

トピック
• KCL アプリケーションあたりのメトリクス (p. 210)
• ワーカーあたりのメトリクス (p. 214)
• シャードあたりのメトリクス (p. 216)

KCL アプリケーションあたりのメトリクス
これらのメトリクスは、Amazon によって定義されているように、アプリケーションの範囲内にあるすべ
ての KCL ワーカーにわたって集約されます。 CloudWatch 名前空間。

トピック
• InitializeTask (p. 210)
• ShutdownTask (p. 211)
• ShardSyncTask (p. 212)
• BlockOnParentTask (p. 212)
• PeriodicShardSyncManager (p. 213)
• マルチストリームトラッカー (p. 213)

InitializeTask

InitializeTask オペレーションは、KCL アプリケーションのレコードプロセッサを初期化します。こ
のオペレーションのロジックには、Kinesis Data Streams からのシャードイテレーターの取得とレコード
プロセッサの初期化が含まれています。

メトリクス 説明

KinesisDataFetcher.getIterator.SuccessKCL アプリケーションあたりの GetShardIterator オペレーションの成功
回数。

メトリクスレベル: 詳細

単位: [Count] (カウント)

KinesisDataFetcher.getIterator.Time指定された KCL アプリケーションの GetShardIterator オペレーションあ
たりの所要時間。

メトリクスレベル: 詳細

単位: ミリ秒

RecordProcessor.initialize.Timeレコードプロセッサの初期化メソッドにかかった時間。

メトリクスレベル: 概要
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メトリクス 説明
単位: ミリ秒

成功 レコードプロセッサの初期化の成功回数。

メトリクスレベル: 概要

単位: [Count] (カウント)

時間 KCL ワーカーがレコードプロセッサの初期化にかかった時間。

メトリクスレベル: 概要

単位: ミリ秒

ShutdownTask

ShutdownTask オペレーションは、シャード処理のシャットダウンシーケンスを開始します。これは、
シャードが分割または結合された場合やシャードリースがワーカーから失われた場合に発生する場合があ
ります。どちらの場合も、レコードプロセッサ shutdown() 関数が呼び出されます。また、シャードが分
割または結合された場合、新しいシャードが 1 つまたは 2 つ作成されるため、新しいシャードが検出され
ます。

メトリクス 説明

CreateLease.Success 親シャードのシャットダウンの後に、新しい子シャードが KCL アプリケー
ションの DynamoDB テーブルに正常に追加された回数。

メトリクスレベル: 詳細

単位: [Count] (カウント)

CreateLease.Time KCL アプリケーションの DynamoDB テーブルに新しい子シャード情報を追
加する所要時間。

メトリクスレベル: 詳細

単位: ミリ秒

UpdateLease.Success レコードプロセッサのシャットダウン中に成功した最終チェックポイントの
数。

メトリクスレベル: 詳細

単位: [Count] (カウント)

UpdateLease.Time レコードプロセッサのシャットダウン中にチェックポイントオペレーション
にかかった時間。

メトリクスレベル: 詳細

単位: ミリ秒

RecordProcessor.shutdown.Timeレコードプロセッサのシャットダウンメソッドにかかった時間。

メトリクスレベル: 概要

単位: ミリ秒
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メトリクス 説明

成功 シャットダウンタスクの成功回数。

メトリクスレベル: 概要

単位: [Count] (カウント)

時間 KCL ワーカーがシャットダウンタスクにかかった時間。

メトリクスレベル: 概要

単位: ミリ秒

ShardSyncTask

ShardSyncTask オペレーションは、Kinesis Data Streams のシャード情報に対する変更を検出するた
め、KCL アプリケーションで新しいシャードを処理できます。

メトリクス 説明

CreateLease.Success KCL アプリケーションの DynamoDB テーブルへの新しいシャード情報の追
加が成功した回数。

メトリクスレベル: 詳細

単位: [Count] (カウント)

CreateLease.Time KCL アプリケーションの DynamoDB テーブルに新しいシャード情報を追加
する所要時間。

メトリクスレベル: 詳細

単位: ミリ秒

成功 シャード同期オペレーションの成功回数。

メトリクスレベル: 概要

単位: [Count] (カウント)

時間 シャード同期オペレーションにかかった時間。

メトリクスレベル: 概要

単位: ミリ秒

BlockOnParentTask

シャードが分割または他のシャードと結合された場合、新しい子シャードが作成されま
す。BlockOnParentTask オペレーションは、KCL による親シャードの処理が完了するまで、新しい
シャードのレコード処理が開始されないようにします。

メトリクス 説明

成功 親シャードの完了チェックの成功回数。
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メトリクス 説明
メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

時間 親シャードが完了するまでにかかった時間。

メトリクスレベル: 概要

単位: ミリ秒

PeriodicShardSyncManager
PeriodicShardSyncManager は、KCL コンシューマーアプリケーションによって処理されているデー
タストリームを調べ、部分リースを持つデータストリームを特定し、同期のためにそれらを引き渡しま
す。

次のメトリクスは、KCL が単一のデータストリームを処理するように設定されている場合 (次に 
NumStreamsToSync そして NumStreamsWithPartialLeases は 1) に設定されており、KCL が複数のデータ
ストリームを処理するように設定されている場合。

メトリクス 説明

NumStreamsToSync 部分的なリースを含み、同期のために引き渡す必要がある、コンシューマー
アプリケーションによって処理されているデータストリームの数 (AWS アカ
ウントごと)。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

NumStreamsWithPartialLeases部分的なリースを含み、コンシューマーアプリケーションによって処理され
ているデータストリームの数 (AWS アカウントごと)。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

成功 回数 PeriodicShardSyncManager は、コンシューマーアプリケーション
が処理しているデータストリーム内の部分リースを正常に識別できました。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

時間 その時間の量 (ミリ秒) では、シャード同期が必要なデータストリームを特
定するために、コンシューマーアプリケーションが処理しているデータスト
リームを調べます。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: ミリ秒

マルチストリームトラッカー
MultistreamTracker インターフェイスを使用すると、複数のデータストリームを同時に処理できる 
KCL コンシューマーアプリケーションを構築できます。
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メトリクス 説明

DeletedStreams.Count この期間に削除されたデータストリームの数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

ActiveStreams.Count 処理されているアクティブなデータストリームの数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

StreamsPendingDeletion.CountFormerStreamsLeasesDeletionStrategy に基づいて削除が保留中の
データストリームの数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

ワーカーあたりのメトリクス
これらのメトリクスは、Amazon EC2 インスタンスなど、Kinesis Data Streams のデータを消費するすべ
てのレコードプロセッサにわたって集約されます。

トピック
• RenewAllLeases (p. 214)
• TakeLeases (p. 215)

RenewAllLeases

RenewAllLeases オペレーションは、特定のワーカーインスタンスによって所有されるシャードリース
を定期的に更新します。

メトリクス 説明

RenewLease.Success ワーカーによるリース更新の成功回数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

RenewLease.Time リース更新オペレーションにかかった時間。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: ミリ秒

CurrentLeases すべてのリースの更新後にワーカーによって所有されているシャードリース
の数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)
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メトリクス 説明

LostLeases ワーカーによって所有されているすべてのリースの更新を試みたときに失わ
れたシャードリースの数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

成功 ワーカーのリース更新オペレーションが成功した回数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

時間 ワーカーのすべてのリースを更新するのにかかった時間。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: ミリ秒

TakeLeases

TakeLeases オペレーションは、すべての KCL ワーカー間でレコード処理の負荷を分散させます。現在
のKCL ワーカーのシャードリースが、必要数を下回る場合、過負荷になっている他のワーカーからシャー
ドリースを取得します。

メトリクス 説明

ListLeases.Success すべてのシャードリースがKCL アプリケーションのDynamoDB テーブルから
正常に取得された回数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

ListLeases.Time KCL アプリケーションの DynamoDB テーブルからすべてのシャードリース
を取得する所要時間。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: ミリ秒

TakeLease.Success ワーカーが他のKCL ワーカーからシャードリースを正常に取得した回数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

TakeLease.Time ワーカーが取得したリースを使用してリーステーブルを更新するのにかかっ
た時間。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: ミリ秒

NumWorkers 特定のワーカーにより識別されるワーカーの総数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

215



Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
メトリクスの一覧

メトリクス 説明
単位: [Count] (カウント)

NeededLeases 現在のワーカーがシャード処理の負荷を分散するのに必要なシャードリース
の数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

LeasesToTake ワーカーが取得を試みるリースの数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

TakenLeases ワーカーが取得に成功したリースの数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

TotalLeases CL アプリケーションが処理しているシャードの総数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

ExpiredLeases 特定のワーカーによって識別されるどのワーカーでも処理されていない
シャードの総数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

成功 TakeLeases オペレーションが正常に完了した回数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

時間 ワーカーの TakeLeases オペレーションにかかった時間。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: ミリ秒

シャードあたりのメトリクス
これらのメトリクスは、単一のレコードプロセッサについて集約されます。

ProcessTask

ProcessTask オペレーションは、現在のイテレーター位置を使用して GetRecords を呼び出すことによ
り、ストリームからレコードを取得して、レコードプロセッサの processRecords 関数を起動します。
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メトリクス 説明

KinesisDataFetcher.getRecords.SuccessKinesis data stream シャードあたりの GetRecords オペレーションの成功回
数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

KinesisDataFetcher.getRecords.TimeKinesis data stream シャードの GetRecords オペレーションあたりの所要時
間。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: ミリ秒

UpdateLease.Success 指定されたシャードのレコードプロセッサによってチェックポイントが正常
に作成された回数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

UpdateLease.Time 指定されたシャードの各チェックポイントオペレーションにかかった時間。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: ミリ秒

DataBytesProcessed ProcessTask の各呼び出しで処理されたレコードのバイト単位の合計サイ
ズ。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: バイト

RecordsProcessed ProcessTask の各呼び出しで処理されたレコード数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

ExpiredIterator の数 ExpiredIteratorException 通話時に受け取ったGetRecords。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

MillisBehindLatest 現在のイテレーターがシャード内の最新のレコード (先端) から遅れている
時間。この値は、応答の最新レコードと現在時間における時間差と同じか
それ以下です。これは、最新の応答レコードのタイムスタンプを比較するよ
りも、シャードが先端からどれくらい離れているかを示すより正確な反映で
す。この値は、各レコードの全タイムスタンプの平均ではなく、レコードの
最新バッチに適用されます。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: ミリ秒

RecordProcessor.processRecords.Timeレコードプロセッサの processRecords メソッドにかかった時間。
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メトリクス 説明
メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: ミリ秒

成功 プロセスタスクオペレーションの成功回数。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

時間 プロセスタスクオペレーションにかかった時間。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: ミリ秒

Amazon CloudWatch を使用した Kinesis Client 
Library のモニタリング

-Kinesis プロデューサーライブラリAmazon Kinesis Data Streams の (KPL) は、カスタム Amazon をパ
ブリッシュします。 CloudWatch はユーザーに代わってメトリクスを行います。CloudWatch console
に移動し、[カスタムメトリクス] を選択すると、これらのメトリクスを表示できます。カスタムメトリ
クスの詳細については、「」を参照してください。カスタムメトリクスをパブリッシュするのアマゾン 
CloudWatch ユーザーガイド。

にアップロードされたメトリクスには、わずかな金額が課金されます。 CloudWatch KPL、具体的には
アマゾン CloudWatch カスタムメトリクスと Amazon CloudWatch API リクエストの料金が適用されま
す。詳細については、次を参照してください。アマゾン CloudWatch 料金。ローカルメトリクスの収集で
は、CloudWatch の課金は発生しません。

トピック
• メトリクス、ディメンション、および名前空間 (p. 218)
• メトリクスレベルと詳細度  (p. 218)
• ローカルアクセスと Amazon CloudWatch アップロード (p. 219)
• メトリクスの一覧 (p. 220)

メトリクス、ディメンション、および名前空間
KPL の起動時にアプリケーション名を指定できます。これは、メトリクスをアップロードする際、名前空
間の一部として使用されます。これはオプションであり、アプリケーション名を設定しない場合は、KPL 
によりデフォルト値が設定されます。

また、メトリクスに任意の追加ディメンションを追加するように KPL を設定できます。これは、より詳細
なデータが必要な場合に便利です。 CloudWatch メトリクス。たとえば、ディメンションとしてホスト名
を追加でき、これによりフリート全体の均一でない負荷分散を特定できます。すべての KPL 構成設定は変
更不可能なため、KPL インスタンスを初期化した後、これらの追加ディメンションを変更することはでき
ません。

メトリクスレベルと詳細度
CloudWatch にアップロードされるメトリクスの数を制御する 2 つのオプションがあります。
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メトリクスレベル

これは、メトリクスの重要性を示すおおよその目安です。すべてのメトリクスにレベルが割り当て
られます。レベルを設定すると、それより下のレベルのメトリクスは、CloudWatch に送信されませ
ん。このレベルとして、NONE、SUMMARY、DETAILED があります。デフォルト設定は DETAILED で
あり、すべてのメトリクスが対象です。NONEは、メトリクスが一切ないことを意味し、どのメトリク
スもそのレベルに割り当てられません。

詳細度

これは、追加の詳細度レベルで同じメトリクスが出力されるかどうかを制御します。このレベルとし
て、GLOBAL、STREAM、SHARD があります。デフォルト設定は SHARD で、最も詳細なメトリクスが
含まれます。

SHARD が選択されると、ストリーム名とシャード ID をディメンションとしてメトリクスが出力され
ます。また、同じメトリクスは、ストリーム名のディメンションのみを使用して出力されるため、そ
のメトリクスにはストリーム名がありません。つまり、特定のメトリックでは、2 つのシャードを持
つ 2 つのストリームがそれぞれ 7 つ生成されます。 CloudWatch メトリクス:各シャードに 1 つ、スト
リームごとに 1 つ、全体に 1 つのメトリクス。これらはどれも同じ統計情報を記述していますが、詳
細度のレベルは異なります。次の図は、これを説明するものです。

異なる詳細度から階層が形成され、システム内のすべてのメトリクスから、メトリクス名をルートと
するツリーが構成されます。

MetricName (GLOBAL):           Metric X                    Metric Y 
                                  |                           | 
                           -----------------             ------------ 
                           |               |             |          |
StreamName (STREAM):    Stream A        Stream B      Stream A   Stream B 
                           |               | 
                        --------        --------- 
                        |      |        |       |
ShardID (SHARD):     Shard 0 Shard 1  Shard 0 Shard 1

すべてのメトリクスをシャードレベルで使用できるわけではありません。一部のメトリクスはスト
リームレベルまたは本質的にグローバルです。これらは、シャードレベルのメトリクスを有効にして
も、シャードレベルで生成されません (前の図の Metric Y)。

追加のディメンションを指定すると、tuple:<DimensionName, DimensionValue, 
Granularity> に値を指定する必要があります。詳細度は、カスタムディメンションが階層のどこに
挿入されたかを判断するのに使用されます。GLOBALは、追加のディメンションがメトリクス名の後に
挿入されたことを意味し、STREAM はストリーム名の後に、SHARD は ID シャードの後に挿入された
ことをそれぞれ意味します。複数の追加ディメンションが詳細度レベルごとに指定された場合、それ
らは指定された順序で挿入されます。

ローカルアクセスと Amazon CloudWatch アップロー
ド
現在の KPL インスタンスのメトリクスはローカルでリアルタイムに使用できるため、いつでも KPL にク
エリを実行してメトリクスを取得できます。 KPL では、CloudWatch の場合と同様に、すべてのメトリク
スの合計、平均、最小値、最大値、および個数をローカルで計算します。

プログラムの開始から現在の時点までの累積として、または過去 N 秒間 (N は 1 から 60 までの整数) の
ローリングウィンドウを使用して統計情報を取得できます。

すべてのメトリクスは、CloudWatch へのアップロードに使用することができます。これは、複数のホス
ト、モニタリング、およびアラームの間でデータを集約するのに特に役立ちます。この機能は、ローカル
では使用できません。
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前に説明したように、メトリクスレベルと詳細度の設定を使用してどのメトリクスをアップロードするか
を選択できます。ローカルでメトリクスをアップロードしたり使用したりすることはできません。

データポイントを個別にアップロードするのは、高トラフィックの場合、毎秒数百万のアップロードが発
生するためお勧めしません。そのため、KPL は、メトリクスをローカルで 1 分間のバケットに集約し、統
計情報オブジェクトをにアップロードします。 CloudWatch 有効なメトリクスごとに 1 分に 1 回。

メトリクスの一覧

メトリクス 説明

UserRecordsReceived 入力オペレーションで KPL コアにより受信された論理ユーザーレコードの
数。シャードレベルでは使用できません。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

UserRecordsPending 現在保留状態にあるユーザーレコード数の定期的なサンプリング。レコード
が現在バッファ処理されていて送信待ちの場合、または、送信済みでバック
エンドサービスで処理中の場合、そのレコードは保留状態です。シャードレ
ベルでは使用できません。

KPL が提供する専用のメソッドを使用して、グローバルレベルでこのメトリ
クスを取得することで、お客様は PUT レートを管理できます。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

UserRecordsPut 入力に成功した論理ユーザーレコードの数。

このメトリクスの場合、KPL では、失敗したレコードがカウントされませ
ん。このため、平均が成功率に、個数が総試行回数に、個数と合計の差が失
敗件数にそれぞれ対応します。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

UserRecordsDataPut 入力に成功した論理ユーザーレコードのバイト数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: バイト

KinesisRecordsPut 入力に成功した Kinesis Data Streams レコードの数 (各 Kinesis Data Streams 
レコードには複数のユーザーレコードを含めることができます)。

KPL は、失敗したレコードに対してゼロを出力します。このため、平均が成
功率に、個数が総試行回数に、個数と合計の差が失敗件数にそれぞれ対応し
ます。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

KinesisRecordsDataPutKinesis Data Streams レコードのバイト数。
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メトリクス 説明
メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: バイト

ErrorsByCode 各種類のエラーコードの数。これにより、ErrorCode や StreamName など
の通常のディメンションに加え、ディメンション ShardId が追加されます。
シャードに対して、すべてのエラーを追跡することはできません。追跡でき
ないエラーは、ストリームレベルまたはグローバルレベルでのみ出力されま
す。このメトリクスは、スロットリング、シャードマッピングの変更、内部
エラー、サービス使用不可、タイムアウトなどに関する情報をとらえます。

Kinesis Data Streams API のエラーは、Kinesis Data Streams レコードごとに 
1 回カウントされます。Kinesis Data Streams レコード内の複数のユーザーレ
コードで複数回のカウントが生じることはありません。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

AllErrors これは、コード別のエラーと同じエラーによってトリガーされますが、エ
ラーの種類は区別されません。異なる種類のすべてのエラーから件数の合計
を手計算する必要がなくなるため、これはエラー率の総合的なモニタリング
に役立ちます。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: [Count] (カウント)

RetriesPerRecord ユーザーレコードあたりの再試行の実行回数。1 回の試行でレコードが成功
した場合は、ゼロが出力されます。

ユーザーレコードが終了すると (成功した場合またはそれ以上再試行されない
場合)、直ちにデータが出力されます。If レコード time-to-live 値が大きいと、
このメトリクスが大幅に遅延する場合があります。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

BufferingTime ユーザーレコードが KPL に到着してからバックエンドに送信されるまでの時
間。この情報は、レコード単位でユーザーに返されますが、集約された統計
情報としても使用できます。

メトリクスレベル:Tレベル 概要

単位: ミリ秒

Request Time PutRecordsRequests の実行にかかる時間。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: ミリ秒

User Records per 
Kinesis Record

単一の Kinesis Data Streams レコードに集約された論理ユーザーレコードの
数。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)
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メトリクス 説明

Amazon Kinesis 
Records per 
PutRecordsRequest

単一の PutRecordsRequest に集約された Kinesis Data Streams レコード
の数。シャードレベルでは使用できません。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)

User Records per 
PutRecordsRequest

PutRecordsRequest に含まれているユーザーレコードの総数。これは、前
の 2 つのメトリクスの積にほぼ一致します。シャードレベルでは使用できま
せん。

メトリクスレベル:Tレベル 詳細

単位: [Count] (カウント)
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Amazon Kinesis Data Streams 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を利用できます。

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 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。セキュリティの有
効性は、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審査機関によって定期的
にテストおよび検証されています。Kinesis Data Streams に適用されるコンプライアンスプログラムに
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参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。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、Kinesis Data Streams の使用時に責任共有モデルがどのように適用されるかを理解
するために役立ちます。以下のトピックでは、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よ
うに Kinesis Data Streams を設定する方法を説明します。また、Kinesis Data Streams リソースのモニタ
リングとセキュア化に役立つ AWS のその他サービスを使用する方法も説明します。

トピック
• Amazon Kinesis Data Streams のデータ保護 (p. 223)
• IAM を使用した Amazon Kinesis Data Streams リソースへのアクセスのコントロール (p. 230)
• Amazon Kinesis Data Streams のコンプライアンス検証 (p. 234)
• Amazon Kinesis Data Streams の耐障害性 (p. 234)
• Kinesis Data Streams のインフラストラクチャセキュリティ (p. 235)
• Kinesis Data Streams のセキュリティのベストプラクティス (p. 236)

Amazon Kinesis Data Streams のデータ保護
AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用してサーバー側の暗号化を行うことで、Amazon 
Kinesis Data Streams 内で保管中のデータを暗号化して、厳密なデータ管理要件を簡単に満たすことがで
きます。

Note

コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 
検証済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な 
FIPS エンドポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

トピック
• Kinesis Data Streams 用のサーバー側の暗号化とは? (p. 224)
• コスト、リージョン、およびパフォーマンスに関する考慮事項 (p. 224)
• サーバー側の暗号化の使用を開始する方法 (p. 225)
• ユーザー生成 KMS マスターキーの作成と使用 (p. 225)
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• ユーザー生成 KMS マスターキーを使用するためのアクセス許可 (p. 226)
• KMS キー権限の確認とトラブルシューティング (p. 227)
• インターフェイス VPC エンドポイントと Amazon Kinesis Data Streams の使用 (p. 227)

Kinesis Data Streams 用のサーバー側の暗号化とは?
サーバー側の暗号化は、ユーザーが指定する AWS KMS カスタマーマスターキー (CMK) を使用して、
保管中になる前にデータを自動的に暗号化する Amazon Kinesis Data Streams の機能です。データ
は、Kinesis ストリームストレージレイヤーに書き込まれる前に暗号化され、ストレージから取得された後
で復号されます。その結果、Kinesis Data Streams サービス内で保管中のデータは暗号化されます。これ
により、厳格な規制要件を満たし、データのセキュリティを強化できます。

サーバー側の暗号化を使用すると、Kinesis ストリームプロデューサーとコンシューマーがマスターキー
や暗号化オペレーションを管理する必要はありません。データは Kinesis Data Streams サービスに出入り
するときに自動的に暗号化されるため、保管中のデータは暗号化されています。AWS KMSは、サーバー
側の暗号化機能で使用されるすべてのマスターキーを提供します。AWS KMSにより、AWS で管理される 
Kinesis 用の CMK、ユーザーが指定した AWS KMS CMK、または AWS KMS サービスにインポートされ
たマスターキーを簡単に使用できます。

Note

サーバー側の暗号化では、暗号化が有効になって初めて受信データが暗号化されます。暗号化さ
れていないストリームに既に存在するデータは、サーバー側の暗号化が有効になってからも暗号
化されません。

コスト、リージョン、およびパフォーマンスに関する
考慮事項
サーバー側の暗号化を適用すると、AWS KMS API の使用状況とキーのコストが適用されます。カスタム 
KMS マスターキーとは異なり、(Default) aws/kinesis カスタマーマスターキー (CMK) は無料で提
供されています。ただし、引き続きユーザーに代わって Amazon Kinesis Data Streams によって発生する 
API の使用料を支払う必要があります。

API 使用料は、カスタムのものを含めて、すべての CMK に適用されます。Kinesis Data Streams は、デー
タキーを回転させている場合、約 5 分ごとに AWS KMS を呼び出します。1 か月 (30 日) では、Kinesis ス
トリームによって開始された AWS KMS API コールの合計コストは、数ドル未満になるはずです。各ユー
ザー認証情報には AWS KMS に対する独自の API コールが必要なため、コストは、ユーザーのデータプロ
デューサーおよびコンシューマーに対して使用するユーザー認証情報の数で増大します。認証に IAM ロー
ルを使用すると、各ロールの継承コールは、一意のユーザー認証情報になります。KMS コストを節約する
ために、ロールの継承コールによって返されたユーザー認証情報をキャッシュしたい場合があります。

以下にリソース別の料金を示します。

キー

• AWS で管理される Kinesis 用の CMK (エイリアス = aws/kinesis) は無料です。
• ユーザーが生成した KMS キーは、KMS キー料金の対象となります。詳細については、AWS Key 

Management Service の料金を参照してください。

API 使用料は、カスタムのものを含めて、すべての CMK に適用されます。Kinesis Data Streams は、デー
タキーを回転させている場合、約 5 分ごとに KMS を呼び出します。1 か月 (30 日) では、Kinesis Data 
Streams によって開始された KMS API コールの合計コストは、数ドル未満になるはずです。各ユーザー認
証情報には AWS に対する独自の API コールが必要なため、このコストは、ユーザーのデータプロデュー
サーおよびコンシューマーに対して使用するユーザー認証情報の数で増大します。IAM ロールを認証に使
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用すると、 assume-role-callそれぞれ一意のユーザー認証情報が生成され、 assume-role-call から返された
ユーザー認証情報をキャッシュして KMS のコストを節約できます。

KMS API の使用法
暗号化されたストリームごとに、TIP から読み取り、リーダーとライター間で単一の IAM アカウント/
ユーザーアクセスキーを使用する場合、Kinesis サービスは 5分ごとに約 12 回 AWS KMS を呼び出し
ます。TIP から読み取らないと、AWS KMS サービスへの呼び出しが高くなる可能性があります。新し
いデータ暗号化キーを生成する API リクエストは、AWS KMS 使用料の対象となります。詳細について
は、AWS Key Management Service の料金: 使用量を参照してください。

リージョン別のサーバー側の暗号化の可用性
現在、Kinesis ストリームのサーバー側の暗号化は、Kinesis Data Streams がサポートされているすべての
リージョンAWS GovCloud (米国西部) および中国リージョンを含めて、Kinesis Data Streams がサポート
されているすべてのリージョンで利用できます。Kinesis Data Streams がサポートされているるリージョ
ンについては、https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ak.htmlを参照してください。

パフォーマンスに関する考慮事項
暗号化の適用によるサービスのオーバーヘッドにより、サーバー側の暗号化を適用とする
と、PutRecord、PutRecords、GetRecords の標準的なレイテンシーが増えます (100μs 未満)。

サーバー側の暗号化の使用を開始する方法
サーバー側の暗号化の使用を開始する最も簡単な方法は、AWS Management Console と Amazon Kinesis 
KMS サービスキー aws/kinesis を使用することです。

次の手順では、Kinesis ストリームに対してサーバー側の暗号化を有効にする方法を示します。

Kinesis ストリームに対してサーバー側の暗号化を有効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon Kinesis Data Streams コンソールを開きます。
2. AWS Management Console で Kinesis ストリームを作成または選択します。
3. [詳細] タブを選択します。
4. [サーバー側の暗号化] の [編集] を選択します。
5. ユーザーが生成した KMS マスターキーを使用する場合を除き、KMS マスターキーとして aws/kinesis

(デフォルト) が選択されていることを確認します。これは、Kinesis サービスによって生成される 
KMS マスターキーです。[有効]、[保存] の順に選択します。

Note

デフォルトの Kinesis サービスマスターキーは無料ですが、AWS KMS サービスに対して 
Kinesis によって行われる API コールには KMS 使用料がかかります。

6. ストリームは途中で保留中状態になります。ストリームの状態が暗号化を有効にしてアクティブ状態
に戻った後、そのストリームに書き込まれるすべての着信データは、ユーザーが選択した KMS マス
ターキーを使用して暗号化されます。

7. サーバー側の暗号化を無効にするには、の [Server-side encryption] で [DisabledAWS Management 
Console] を選択し、[Save] を選択します。

ユーザー生成 KMS マスターキーの作成と使用
このセクションでは、Amazon Kinesis によって管理されるマスターキーを使用する代わりに、ユーザー独
自の KMS マスターキーを作成して使用する方法について説明します。
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ユーザー生成 KMS マスターキーの作成
ユーザー独自のマスターキーを作成する手順については、AWS Key Management Service デベロッパーガ
イドのキーの作成を参照してください。アカウントのキーを作成すると、inesis Data Streams サービスは
KMS マスターキーリストにそれらのキーを返します。

ユーザー生成 KMS マスターキーの使用
正しい許可がコンシューマー、プロデューサー、および管理者に適用されたら、自分の AWS アカウント
または他の AWS アカウントでカスタム KMS マスターキーを使用できます。アカウントのすべての KMS 
マスターキーは、内の [KMS Master KeyAWS Management Console] リストに表示されます。

別のアカウントにあるカスタム KMS マスターキーを使用するには、それらのキーを使用するためのアク
セス許可が必要です。AWS Management Consoleの ARN 入力ボックスで、KMS マスターキーの ARN を
指定する必要もあります。

ユーザー生成 KMS マスターキーを使用するためのア
クセス許可
サーバー側の暗号化をユーザー生成 KMS マスターキーと共に使用する前に、ストリームの暗号化、およ
びストリームレコードの暗号化と復号を許可するように AWS KMS キーポリシーを設定する必要がありま
す。AWS KMS 許可の例と詳細については、AWS KMS API の許可: アクションとリソースのリファレン
スを参照してください。

Note

暗号化のためのデフォルトサービスキーの使用では、カスタム IAM 許可の適用は必要ありませ
ん。

ユーザー生成 KMS マスターキーを使用する前に、Kinesis ストリームプロデューサーおよびコンシュー
マー (IAM プリンシパル) が、KMS マスターキーポリシーでユーザーになっていることを確認します。そ
れ以外の場合、ストリームに対する読み取りと書き込みは失敗します。最終的は、データの損失、処理
の遅延、またはアプリケーションのハングにつながる可能性があります。IAM ポリシーを使用して KMS 
キーの許可を管理できます。詳細については、AWS KMS での IAM ポリシーの使用を参照してください。

プロデューサーのアクセス許可の例
Kinesis ストリームプロデューサーには kms:GenerateDataKey 許可が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "kms:GenerateDataKey" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
    },  
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "kinesis:PutRecord", 
            "kinesis:PutRecords" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:kinesis:*:123456789012:MyStream" 
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    } 
  ]
}

コンシューマーのアクセス許可の例
Kinesis ストリームコンシューマーには kms:Decrypt 許可が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "kms:Decrypt" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
    },  
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "kinesis:GetRecords", 
            "kinesis:DescribeStream" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:kinesis:*:123456789012:MyStream" 
    } 
  ]
}

Amazon Kinesis Data Analytics とAWS Lambda を使用して Kinesis ストリームを消費します。これらのコ
ンシューマーが使用するロールに kms:Decrypt 権限を確実に追加してください。

ストリーム管理者権限
Kinesis ストリーム管理者には、kms:List* と kms:DescribeKey* を呼び出す許可が必要です。

KMS キー権限の確認とトラブルシューティング
Kinesis ストリームで暗号化を有効にしたら、次の Amazon CloudWatch メトリクスを使用し
てputRecord、、、、putRecords、getRecordsおよびコールの成功をモニタリングすることをお勧め
します。

• PutRecord.Success
• PutRecords.Success
• GetRecords.Success

詳細については、Amazon Kinesis Data Streams のモニタリング (p. 193)を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントと Amazon 
Kinesis Data Streams の使用
インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、Amazon VPC と Kinesis Data Streams 間のトラ
フィックが Amazon ネットワークから離れないように維持できます。インターフェイス VPC エンド
ポイントは、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 
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接続を必要としません。インターフェイス VPC エンドポイントはを使用しています。これはAWS 
PrivateLink、Amazon VPC で elastic network interface とプライベート IP を使用してAWSのサービス間
のプライベート通信を可能にするAWSのテクノロジーです。詳細については、「Amazon Virtual Private 
Cloud とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。

トピック
• Kinesis Data Streams のインターフェイス VPC エンドポイントの使用 (p. 228)
• Kinesis Data Streams の VPCE エンドポイントへのアクセス制御 (p. 228)
• Kinesis Data Streams の VPC エンドポイントポリシーの可用性 (p. 229)

Kinesis Data Streams のインターフェイス VPC エンドポイント
の使用
使用を開始するために、ストリーム、プロデューサー、またはコンシューマーの設定を変更する必要はあ
りません。Kinesis Data Streams トラフィックが Amazon VPC リソースとの間でやり取りされるようにす
るには、インターフェイス VPC エンドポイントを作成するだけです。詳細については、インターフェイス
エンドポイントの作成を参照してください。

Kinesis Producer Library (KPL) および Kinesis Consumer Library (KCL) は、パブリックエンドポイントま
たはプライベートインターフェイス VPC エンドポイントのどちらか (使用中のもの) を使って、Amazon 
DynamoDB や Amazon DynamoDB などのAWSのサービスを呼び出します。 CloudWatch 例えば、KCL 
アプリケーションが実行されている VPC で DynamoDB インターフェイス VPC エンドポイントが有効に
なっている場合、DynamoDB と KCL アプリケーション間の呼び出しは、そのインターフェイス VPC エン
ドポイントを経由して流れます。

Kinesis Data Streams の VPCE エンドポイントへのアクセス制御
VPC エンドポイントポリシーでは、VPC エンドポイントにポリシーをアタッチするか、IAM ユーザー、
グループ、またはロールにアタッチされたポリシーの追加フィールドを使用して、指定された VPC エンド
ポイント経由でのみアクセスを制限することで、アクセスを制御できます。これらのポリシーは、指定さ
れた VPC エンドポイント経由で Kinesis データストリームアクションへのアクセス権限を付与するのみの 
IAM ポリシーと組み合わせて使用する場合、指定された VPC エンドポイントへの特定のストリームへの
アクセスを制限するために使用できます。

Kinesis データストリームにアクセスするためのエンドポイントポリシーの例を次に示します。

• VPC ポリシーの例: 読み取り専用アクセス - このサンプルポリシーは VPC エンドポイントにアタッチで
きます。詳細については、Amazon VPC のリソースに対するアクセスの制御を参照してください。これ
により、アタッチされている VPC エンドポイント経由の Kinesis データストリームの一覧表示と説明の
みにアクションが制限されます。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "ReadOnly", 
      "Principal": "*", 
      "Action": [ 
        "kinesis:List*", 
        "kinesis:Describe*" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}                 
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• VPC ポリシーの例: 特定の Kinesis データストリームへのアクセスを制限 - このサンプルポリシーは 
VPC エンドポイントにアタッチできます。これにより、アタッチ先の VPC エンドポイント経由で、特
定のデータストリームへのアクセスが制限されます。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AccessToSpecificDataStream", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "kinesis:*", 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/MyStream" 
    } 
  ]
} 
                 

• IAM ポリシーの例: 特定の VPC エンドポイントからのみ特定のストリームへのアクセスを制限 - このサ
ンプルポリシーは IAM ユーザー、ロール、またはグループにアタッチできます。これにより、指定され
た VPC エンドポイントからのみ発生するように、指定された Kinesis データストリームへのアクセスが
制限されます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Sid": "AccessFromSpecificEndpoint", 
         "Action": "kinesis:*", 
         "Effect": "Deny", 
         "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/MyStream", 
         "Condition": { "StringNotEquals" : { "aws:sourceVpce": "vpce-11aa22bb" } } 
      } 
   ]
} 
                 

Kinesis Data Streams の VPC エンドポイントポリシーの可用性
ポリシーを使用した Kinesis Data Streams インターフェイス VPC エンドポイントは、次のリージョンで
サポートされています。

• 欧州 (パリ)
• 欧州 (アイルランド)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 欧州 (ストックホルム)
• 米国東部 (オハイオ)
• 欧州 (フランクフルト)
• 南米 (サンパウロ)
• 欧州 (ロンドン)
• アジアパシフィック (東京)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
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• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• アジアパシフィック (香港)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 欧州 (ミラノ)
• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (ソウル)
• カナダ (中部)
• usw2-az4 を除く米国西部 (オレゴン)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)
• アジアパシフィック (大阪)
• 欧州 (チューリッヒ)
• アジアパシフィック (ハイデラバード)

IAM を使用した Amazon Kinesis Data Streams リ
ソースへのアクセスのコントロール

AWS Identity and Access Management (IAM) を使って以下を行えます。

• AWS アカウントにユーザーとグループを作成する
• お客様の AWS アカウントでユーザーごとに固有のセキュリティ認証情報を割り当てる
• AWS のリソースを使用してタスクを実行するために各ユーザーのアクセス権限を制御する
• 別の AWS アカウントのユーザーがお客様の AWS のリソースを共有できるようにする
• AWS アカウントにロールを作成し、それを行えるユーザーまたはサービスを定義する
• お客様の企業用の既存のアイデンティティを使用し、AWS のリソースを使用してタスクを実行するよう

にアクセス権限を与える

Kinesis Data Streams と組み合わせて IAM を使用すると、組織のユーザーが特定の Kinesis Data Streams 
API アクションを使用してタスクを実行できるかどうか、また、特定のAWS リソースを使用できるかどう
かを制御できます。

Kinesis Client Library (KCL) を使用してアプリケーションを開発する場合、ポリシーに Amazon 
DynamoDB と Amazon Amazon への許可を含める必要があります CloudWatch。KCL は DynamoDB を
使用してアプリケーションの状態情報を追跡し CloudWatch 、ユーザーに代わって KCL メトリクスを 
CloudWatch Amazon に送信します。KCL の詳細については、KCL 1.x コンシューマーの開発 (p. 135)を参
照してください。

IAM の詳細については、以下を参照してください。

• AWS Identity and Access Management (IAM)
• ご利用開始にあたって
• IAM ユーザーガイド

IAM と Amazon DynamoDB の詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドのIAM を使用し
た Amazon DynamoDB リソースへのアクセスのコントロールを参照してください。
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IAM と Amazon の詳細については CloudWatch、Amazon ユーザーガイドの「AWS CloudWatch アカウン
トへのユーザーアクセスの制御」を参照してください。

内容
• ポリシー構文 (p. 231)
• Kinesis Data Streams のアクション (p. 231)
• Kinesis Data Streams の Amazon リソースネーム (ARN) (p. 232)
• Kinesis Data Streams のポリシーの例 (p. 232)

ポリシー構文
IAM ポリシーは 1 つ以上のステートメントで構成される JSON ドキュメントです。各ステートメントは次
のように構成されます。

{ 
  "Statement":[{ 
    "Effect":"effect", 
    "Action":"action", 
    "Resource":"arn", 
    "Condition":{ 
      "condition":{ 
        "key":"value" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

ステートメントはさまざまなエレメントで構成されます。

• [Effect]: effect は、Allow または Deny にすることができます。デフォルトでは、IAM ユーザーはリ
ソースおよび API アクションを使用するアクセス許可がないため、リクエストはすべて拒否されます。
明示的な許可はデフォルトに優先します。明示的な拒否はすべての許可に優先します。

• [Action]: action は、アクセス許可を付与または拒否する対象とする、特定の API アクションです。
• [Resource] (リソース): アクションによって影響を及ぼされるリソースです。ステートメント内でリソー

スを指定するには、Amazonリソースネーム(ARN)を使用する必要があります。
• [Condition] (条件): condition はオプションです。ポリシーの発効条件を指定するために使用します。

IAM のポリシーを作成および管理するときは、IAM Policy Generator と IAM Policy Simulator を使用するこ
ともできます。

Kinesis Data Streams のアクション
IAM ポリシーステートメントで、IAM をサポートするすべてのサービスから任意の API アクショ
ンを指定できます。Kinesis Data Streams の場合、API アクション の名前に次のプレフィックス
を使用します: kinesis:。例: kinesis:CreateStream、kinesis:ListStreams、および
kinesis:DescribeStreamSummary。

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、次のようにカンマで区切ります。

"Action": ["kinesis:action1", "kinesis: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もできます。たとえば、Getという単語で始
まる名前のすべてのアクションは、以下のように指定できます。
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"Action": "kinesis:Get*"

すべてのKinesis Data Streams オペレーションを指定するには、次のように * ワイルドカードを使用しま
す。

"Action": "kinesis:*"

Kinesis Data Streams API アクションの一覧については、Amazon Kinesis API リファレンス を参照してく
ださい。

Kinesis Data Streams の Amazon リソースネーム 
(ARN)
各 IAM ポリシーステートメントは、ARN を使用して指定したリソースに適用されます。

Kinesis data streams には、以下の ARN リソースフォーマットを使用します。

arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name

例:

"Resource": arn:aws:kinesis:*:111122223333:stream/my-stream

Kinesis Data Streams のポリシーの例
次のポリシー例は、Kinesis Data Streams へのユーザーアクセスの制御方法について説明しています。

Example 1: ユーザーがストリームからデータを取得できるようにする

このポリシーでは、ユーザーまたはグループが、任意のシステム上の指定したストリームおよび
DescribeStreamSummary に対して GetShardIterator、GetRecords、および ListStreams のオ
ペレーションを実行できます。このポリシーは、特定のストリームからデータを取得できる必要がある
ユーザーに適用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:Get*", 
                "kinesis:DescribeStreamSummary" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/stream1" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:ListStreams" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
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}

Example 2: ユーザーがアカウントの任意のストリームにデータを追加できるようにする

このポリシーでは、ユーザーまたはグループが、アカウントのストリームに対して PutRecord オペレー
ションを使用できます。このポリシーは、アカウントのすべてのストリームにデータレコードを追加でき
る必要のあるユーザーに適用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:PutRecord" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Example 3: 特定のストリームに対して Kinesis Data Streams アクションを実行できるようにする

このポリシーでは、ユーザーまたはグループが、指定したストリームに対して任意の Kinesis Data 
Streams オペレーションを実行できます。このポリシーは、特定のストリームに対して管理上の制御が必
要なユーザーに適用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kinesis:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/stream1" 
            ] 
        } 
    ]
}

Example 4: 特定のストリームに対して Kinesis Data Streams アクションを実行できるようにする

このポリシーでは、ユーザーまたはグループが、アカウントの任意のストリームに対して任意の Kinesis 
Data Streams オペレーションを実行できます。このポリシーは、すべてのストリームへのフルアクセスを
許可するため、管理者にのみ適用する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kinesis:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesis:*:111122223333:stream/*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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Amazon Kinesis Data Streams のコンプライアンス
検証

Amazon Kinesis Data Streams のセキュリティとコンプライアンスは、AWS のさまざまなコンプライアン
スプログラムの一環として、サードパーティーの監査機関によって評価されます。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の 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」を参照してください。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、
「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。

Kinesis Data Streams 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、適用可能な法律および規制によって決定されます。Kinesis Data Streams の使
用が HIPAA、PCI、または FedRAMP などの規格に準拠していることを前提としている場合、AWS は以
下を支援するリソースを提供します。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を 
AWS にデプロイするためのステップを提供します。

• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - 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 - お客様の業界や地域に当てはまる可能性のあるワークブックやガイ
ドのコレクションです。

• 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 のサービスでは、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。

Amazon Kinesis Data Streams 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
チャを参照してください。

Amazon Kinesis Data Streamsでは、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性
とバックアップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

Amazon Kinesis Data Streams の災害対策
Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションを使用してストリームからのデータを処理するときに、
次のレベルで障害が発生する可能性があります。
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• レコードプロセッサで障害が発生する
• ワーカーで障害が発生するか、そのワーカーをインスタンス化したこのアプリケーションのインスタン

スで障害が発生する
• アプリケーションの 1 つ以上のインスタンスをホストしている EC2 インスタンスで障害が発生する

レコードプロセッサの障害
ワーカーは Java ExecutorServiceタスクを使用してレコードプロセッサメソッドを呼び出します。タスク
が失敗した場合でも、ワーカーはレコードプロセッサが処理中であったシャードの制御を保持していま
す。ワーカーは、このシャードを処理するために新しいレコードプロセッサタスクを開始します。詳細に
ついては、読み込みのスロットリング (p. 192)を参照してください。

ワーカーまたはアプリケーションの障害
ワーカーまたは Amazon Kinesis Data Streams アプリケーションのインスタンスで障害が発生した場合
は、状況を検出して処理する必要があります。たとえば、Worker.run メソッドが例外をスローする場
合、この例外をキャッチして処理する必要があります。

アプリケーション自体に障害が発生した場合は、これを検出し、再起動する必要があります。アプリケー
ションは、起動するときに新しいワーカーをインスタンス化します。このワーカーが新しいレコードプロ
セッサをインスタンス化すると、処理するシャードが自動的に割り当てられます。これらは、障害が発生
する前に、これらのレコード プロセッサが処理していたものと同じシャードにすることも、これらのプロ
セッサで新しいシャードにすることもできます。

ワーカーまたはアプリケーションに障害が発生し、その障害が検出されておらず、このアプリケーション
の他のインスタンスが他の EC2 インスタンスで実行されている場合は、これらの他のインスタンスのワー
カーが障害を処理します。これらのワーカーによって、障害が発生したワーカーで処理されなくなった
シャードを処理するために、追加のレコードプロセッサが作成されます。これにより、他の EC2 インスタ
ンスの負荷は増加します。

ここで説明するシナリオでは、ワーカーやアプリケーションに障害が発生した場合でも、ホストしている 
EC2 インスタンスは実行されているため、Auto Scaling グループによって再起動されないことを前提とし
ています。

Amazon EC2 インスタンスの障害
アプリケーションの EC2 インスタンスを Auto Scaling グループで実行することをお勧めします。この
ようにすることで、いずれかの EC2 インスタンスに障害が発生した場合でも、Auto Scaling グループに
よって、自動的にそのインスタンスを置き換える新しいインスタンスが起動されます。起動時に Amazon 
Kinesis Data Streams アプリケーションを起動するようにインスタンスを設定する必要があります。

Kinesis Data Streams 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 Amazon Kinesis Data Streams は、Amazon Web Services: セキュリティプロ
セスの概要ホワイトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護さ
れています。

AWS が発行している API コールを使用して、ネットワーク経由で Kinesis Data Streams 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。TLS 
1.2 以降が推奨されています。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

235

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/concurrent/ExecutorService.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf


Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド
セキュリティのベストプラクティス

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、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。

Kinesis Data Streams のセキュリティのベストプラ
クティス

Amazon Kinesis Data Streams には、独自のセキュリティポリシーを策定および実装する際に考慮すべき
さまざまなセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインで
あり、完全なセキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティス
はお客様の環境に適切ではないか、十分ではない場合があるため、これらは処方箋ではなく、有用な考慮
事項と見なしてください。

最小特権アクセスの実装
許可を付与する場合、どのユーザーにどの Kinesis Data Streams リソースに対する許可を付与するかは、
お客様が決定します。つまり、該当リソースに対して許可する特定のアクションを有効にするということ
です。このため、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与する必要があります。最小限の特権アク
セスの実装は、セキュリティリスクはもちろん、エラーや悪意ある行動によってもたらされる可能性のあ
る影響を減らす上での基本となります。

IAM ロールの使用
プロデューサーおよびクライアントアプリケーションは、Kinesis Data Streams にアクセスするための有
効な認証情報を持っている必要があります。AWS 認証情報は、クライアントアプリケーションや Amazon 
S3 バケットに直接保存しないでください。これらは自動的にローテーションされない長期的な認証情報で
あり、漏洩するとビジネスに大きな影響が及ぶ場合があります。

代わりに、IAM ロールを使用して、Kinesis Data Streams にアクセスするためのプロデューサーおよびク
ライアントアプリケーションの一時的な認証情報を管理してください。ロールを使用する場合、長期的な
認証情報 (ユーザー名やパスワード、アクセスキーなど) を使用して他のリソースにアクセスする必要はあ
りません。

詳細については、IAM ユーザーガイドにある下記のトピックを参照してください。

• IAM ロール
• ロールの一般的なシナリオ: ユーザー、アプリケーション、およびサービス

依存リソースでのサーバー側の暗号化の実装
保管中のデータと転送中のデータは Kinesis Data Streams で暗号化できます。詳細については、
「Amazon Kinesis Data Streams のデータ保護 (p. 223)」を参照してください。

API CloudTrail コールのモニタリング
Kinesis Data Streams は AWS CloudTrail と統合されています。これは、ユーザー、ロール、また
は、Kinesis Data Streams の AWS サービスによって実行されたアクションの記録を提供するサービスで
す。
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で収集された情報を使用して CloudTrail、Kinesis Data Streams に対して実行されたリクエスト、リクエ
スト元の IP アドレス、リクエスト元の IP アドレス、リクエストの実行時、およびその他の詳細を確認で
きます。

詳細については、「the section called “AWS CloudTrail を使用した Amazon Kinesis Data Streams API 
コールのログ記録” (p. 204)」を参照してください。
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ドキュメント履歴
次のテーブルに、Amazon Kinesis Data Streams ドキュメントの重要な変更を示します。

変更 説明 変更日

オンデマンドおよび
データストリームの
キャパシティモード
のサポートを追加し
ました。

データストリーム容量モードの選択 (p. 68)が追加されま
した。

2021 年 11 月 29 日

サーバー側の暗号化
の新しいコンテン
ツ。

Amazon Kinesis Data Streams のデータ保護 (p. 223)が追
加されました。

2017 年 7 月 7 日

拡張（拡張）の新
しいコンテンツ 
CloudWatch メトリ
クス。

更新済み Amazon Kinesis Data Streams のモニタリン
グ (p. 193).

2016 年 4 月 19 日

拡張 Kinesis エー
ジェントの新しいコ
ンテンツ。

更新済み Kinesis エージェントを使用した Amazon 
Kinesis Data Streams への書き込み (p. 105).

2016 年 4 月 11 日

Kinesis エージェント
を使用するための新
しいコンテンツ。

Kinesis エージェントを使用した Amazon Kinesis Data 
Streams への書き込み (p. 105)が追加されました。

2015 年 10 月 2 日

リリース 0.10.0 への 
KPL コンテンツの更
新

Amazon Kinesis Producer Library を使用したプロデュー
サーの開発 (p. 88)が追加されました。

2015 年 7 月 15 日

設定可能なメトリク
スの KCL メトリクス
のトピックの更新。

Amazon CloudWatch を使用した Kinesis Client Library の
モニタリング (p. 208)が追加されました。

2015 年 7 月 9 日

コンテンツの再編
成。

コンテンツトピックを大幅に再編成し、より簡潔なツ
リー表示とより論理的なグループ化を行いました。

2015 年 7 月 01 日

新しい KPL 開発者ガ
イドのトピック。

Amazon Kinesis Producer Library を使用したプロデュー
サーの開発 (p. 88)が追加されました。

2015 年 6 月 02 日

新しい KCL メトリク
スのトピック。

Amazon CloudWatch を使用した Kinesis Client Library の
モニタリング (p. 208)が追加されました。

2015 年 5 月 19 日

KCL .NET のサポー
ト

.NET での Kinesis クライアントライブラリコンシュー
マーの開発 (p. 144)が追加されました。

2015 年 5 月 1 日

KCL Node.js のサ
ポート

Node.js での Kinesis クライアントライブラリコンシュー
マーの開発 (p. 141)が追加されました。

2015 年 3 月 26 日

KCL Ruby のサポー
ト

KCL Ruby ライブラリへのリンクを追加しました。 2015 年 1 月 12 日
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変更 説明 変更日

新しい API 
PutRecords

新しいについての情報を追加しました PutRecords API
へthe section called “を使用した複数のレコードの追加
PutRecords” (p. 101)。

2014 年 12 月 15 日

タグ指定のサポート Amazon Kinesis Data Streams のストリームのタグ付
け (p. 84)が追加されました。

2014 年 9 月 11 日

新規 CloudWatch メ
トリック

GetRecords.IteratorAgeMilliseconds メトリック
を Amazon Kinesis Data Streams のディメンションとメ
トリクス (p. 194) に追加しました。

2014 年 9 月 3 日

モニタリングに関す
る章の新規追加

Amazon Kinesis Data Streams のモニタリング (p. 193)
と Amazon CloudWatch による Amazon Kinesis Data 
Streams サービスのモニタリング (p. 193) が追加されま
した。

2014 年 7 月 30 日

デフォルトのシャー
ド制限

クォータと制限 (p. 7) の更新点: デフォルトのシャード制
限が 5 から 10 に増えました。

2014 年 2 月 25 日

デフォルトのシャー
ド制限

クォータと制限 (p. 7) の更新点: デフォルトのシャード制
限が 2 から 5 に増えました。

2014 年 1 月 28 日
2014 年 1 月 3 日

API バージョンに合
わせた更新

Kinesis Data Streams API の 2013-12-02 バージョンに合
わせた更新。

2013年12月12日

初回リリース Amazon Kinesis デベロッパーガイドの初回リリース。 2013 年 11 月 14 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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