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仕組み

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) とは
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) は、スケーラブルで可用性の高い、Apache Cassandra 互
換のマネージドデータベースサービスです。Amazon Keyspaces を使用すると、サーバーのプロビジョニ
ング、パッチ、管理、さらには、ソフトウェアのインストール、メンテナンス、運用も、ユーザーが行う
必要がなくなります。
Amazon Keyspaces はサーバーレスであるため、使用するリソースに対してのみ課金され、アプリケー
ショントラフィックに応じてテーブルの拡大と縮小が自動的に行われます。スループットとストレージが
実質的に無制限で、毎秒数千件のリクエストを処理できるアプリケーションを構築できます。

Note
Apache Cassandra は、データの大量を可能にするオープンソースのワイド列データストアで
す。詳細については、「Apache Cassandra」を参照してください。
Amazon Keyspaces を使用すると、AWS クラウド における Cassandra ワークロードの移行、実行、ス
ケーリングが簡単になります。AWS 管理コンソールまたは数行のコードを数回クリックするだけで、イン
フラストラクチャのデプロイもソフトウェアのインストールも行うことなく、Amazon Keyspaces でキー
スペースとテーブルを作成できます。
Amazon Keyspaces では、現在使用しているものと同じ Cassandra アプリケーションコードとデベロッ
パーツールを使用して、AWS で既存の Cassandra ワークロードを実行できます。
利用可能な AWS リージョン とエンドポイントのリストについては、「Service endpoints for Amazon
Keyspaces」(Amazon Keyspaces のサービスエンドポイント) を参照してください。
最初に以下のセクションを読んでおくことをお勧めします。
トピック
• Amazon Keyspaces: 仕組み (p. 1)
• Amazon Keyspaces のユースケース (p. 5)
• Cassandra クエリ言語 (CQL) とは (p. 5)

Amazon Keyspaces: 仕組み
Amazon Keyspaces では、Cassandra の管理にかかる管理オーバーヘッドが取り除かれます。その理由を
理解するには、Cassandra アーキテクチャについて調べた上で Amazon Keyspaces と比較するとよいで
しょう。
トピック
• 高レベルのアーキテクチャ: Apache Cassandra と Amazon Keyspaces の比較 (p. 2)
• Cassandra のデータモデル (p. 3)
• アプリケーションからの Amazon Keyspaces へのアクセス (p. 4)
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高レベルのアーキテクチャ

高レベルのアーキテクチャ: Apache Cassandra と
Amazon Keyspaces の比較
従来の Apache Cassandra は 1 つ以上のノードで構成されるクラスターにデプロイされます。各ノードの
管理と、クラスターのスケールに応じたノードの追加および削除は、ユーザーに責任があります。
クライアントプログラムは、いずれかのノードに接続して Cassandra クエリ言語 (CQL) ステートメント
を発行することにより Cassandra にアクセスします。CQL は、リレーショナルデータベースで使用され
る一般的な言語である SQL に似ています。Cassandra はリレーショナル・データベースではありません
が、CQL は Cassandra 内のデータのクエリと操作のための使い慣れたインタフェースを提供します。
次の図は、4 つのノードで構成されるシンプルな Apache Cassandra クラスターを示しています。

本番稼働用の Cassandra のデプロイは、1 つまたは複数の物理データセンターで数百台の物理コンピュー
タ上で動作する数百のノードで構成されている可能性があります。ソフトウェアのインストール、保守、
および運用に加えて、サーバーのプロビジョニング、パッチ適用、管理を行わなければならないアプリ
ケーションデベロッパーに、運用上の負担がかかる可能性があります。
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) では、サーバーのプロビジョニング、パッチ適用、管理が
不要なため、より優れたアプリケーションを構築することに集中できます。Amazon Keyspaces では、読
み取りと書き込みの 2 つのスループットキャパシティモード (オンデマンドとプロビジョニング) がありま
す。テーブルのスループットキャパシティモードを選択すれば、ワークロードの予測可能性と変動性に基
づいて読み取りと書き込みの料金を最適化できます。
オンデマンドモード (デフォルト) - アプリケーションにより実行される実際の読み取りと書き込みに対
してのみ料金が発生します。テーブルのスループットキャパシティを事前に指定する必要はありませ
ん。Amazon Keyspaces は、アプリケーショントラフィックの上昇と下降にほぼ瞬時に対応するため、ト
ラフィックが予測不能であるアプリケーションに適しています。
プロビジョンドキャパシティモードでは、予測可能なアプリケーショントラフィックがあり、テーブル
のキャパシティ要件を事前に予測できる場合に、スループットの料金を最適化できます。プロビジョンド
キャパシティモードを使用する場合、アプリケーションに必要な 1 秒あたりの読み取り回数と書き込み回
数を指定します。オートスケーリングを有効にすると、テーブルのプロビジョンドキャパシティが自動的
に調整されます。
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Cassandra のデータモデル

ワークロードのトラフィックパターンについて詳しく学んだとおり、大量のテーブルトラフィックの発生
が予想される主要なイベントなど、トラフィックの大幅なバーストが予想される場合は、テーブルのキャ
パシティモードを 1 日 1 回変更することができます。読み取り/書き込みキャパシティのプロビジョニン
グについては、「the section called “読み取り/書き込みキャパシティモード” (p. 101)」を参照してくださ
い。
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) では、耐久性と高可用性のために、3 つのデータコピーが
複数のアベイラビリティーゾーンに保存されます。さらに、データセンターと、セキュリティを非常に
重視する組織の要件を満たせるように構築されたネットワークアーキテクチャーというメリットがありま
す。保管データ暗号化は、新しい Amazon Keyspaces テーブルを作成し、すべてのクライアント接続に
Transport Layer Security (TLS) が必要になった場合に、自動的に有効化されます。追加のAWSセキュリ
ティ機能としては、モニタリング、AWS Identity and Access Management、仮想プライベートクラウド
(VPC、virtual private cloud) エンドポイントなどがあります。使用可能なすべてのセキュリティ機能の概要
については、「セキュリティ (p. 185)」を参照してください。
Amazon Keyspaces のアーキテクチャを次の図に示します。

クライアントプログラムは、事前に定義されたエンドポイント (ホスト名とポート番号) に接続し、CQL ス
テートメントを発行して、 Amazon Keyspaces にアクセスします。利用可能なエンドポイントのリストに
ついては、「the section called “サービスエンドポイント” (p. 24)」を参照してください。

Cassandra のデータモデル
Amazon Keyspaces から最適なパフォーマンスの達成を目指す上で、ビジネスケースのデータをどうモデ
ル化するかが重要になります。データモデルが貧弱だとパフォーマンスが大幅に低下する可能性がありま
す。
CQL は SQL に似ていますが、Cassandra とリレーショナルデータベースではバックエンドが大きく異
なっているため、別の方法でアプローチする必要があります。次に、考慮すべき重要な問題をいくつか取
り上げます。
ストレージ
テーブルで Cassandra データを可視化することができます。各行はレコードを表し、各列はそのレ
コード内のフィールドを表します。
テーブルデザイン: クエリ重視
CQL には JOIN がありません。したがって、データの形状と、ビジネスユースケースのためにデータ
にどうアクセスする必要があるかを考慮して、テーブルを設計する必要があります。これにより、重
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複データがある非正規化が生じる可能性があります。各テーブルを特定のアクセスパターンに合わせ
て設計する必要があります。
パーティション
データはディスク上のパーティションに格納されます。データが格納されているパーティションの数
とパーティション間でデータの分散状況は、パーティションキーによって決まります。パーティショ
ンキーの定義方法は、クエリのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。
プライマリキー
Cassandra では、データはキーバリューペアとして保存されます。そのためには、すべての
Cassandra テーブルには、テーブルの各行のキーであるプライマリキーが必要です。プライマリキー
は、必須のパーティションキー 1 つと、オプションのクラスタリング列 1 つ以上で構成されます。
プライマリキーを構成するデータは、テーブルのすべてのレコードに対して一意でなければなりませ
ん。
• パーティションキー — プライマリキーのパーティションキー部分は必須で、データが格納されるク
ラスターのパーティションを決定します。パーティションキーは、1 つの列である場合もあれば、2
つ以上の列で構成される複合値である場合もあります。単一列パーティションキーを使用すると、
ほとんどのデータが単一のパーティションまたは非常に少数のパーティションに格納され、その
ためにディスク I/O オペレーションの大部分を単一列パーティションキーが占める結果となる場合
は、複合パーティションキーを使用した方がよいでしょう。
• クラスタリング列 – プライマリキーのオプションのクラスタリング列部分は、各パーティションに
おけるデータのクラスター処理方法とソート方法を決定するものです。プライマリキーにクラスタ
リング列を含めると、クラスタリング列には 1 つ以上の列が存在します。クラスタリング列内に複
数の列が存在する場合、クラスタリング列内の列の順序 (左から右) によってソート順序が決まりま
す。

アプリケーションからの Amazon Keyspaces へのア
クセス
すでに使用している CQL および Cassandra ドライバーを使用できるように、Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 向け) には Apache Cassandra クエリ言語 (CQL) API が実装されています。アプリ
ケーションの更新は、Cassandraドライバーの更新や、Amazon Keyspaces サービスエンドポイントを指
すための cqlsh 設定と同じくらい簡単です。

Note
開始にあたっては、GitHub で Amazon Keyspaces コードサンプルリポジトリにあるさまざまな
Cassandra クライアントドライバーを使用して、Amazon Keyspaces への接続に関するエンド
ツーエンドのコードサンプルを利用することができます。
次の Python プログラムで Cassandra クラスターに接続してテーブルをクエリする場合を考えてみましょ
う。
from cassandra.cluster import Cluster
#TLS/SSL configuration goes here
ksp = 'MyKeyspace'
tbl = 'WeatherData'
cluster = Cluster(['NNN.NNN.NNN.NNN'], port=NNNN)
session = cluster.connect(ksp)
session.execute('USE ' + ksp)
rows = session.execute('SELECT * FROM ' +
for row in rows:
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print(row)

Amazon Keyspaces に対して同じプログラムを実行するには、次の作業を行う必要があります。
• クラスターのエンドポイントとポートの追加: 例えば、ホストを cassandra.useast-2.amazonaws.com やポート番号 9142 などのサービスエンドポイントに置き換えることができ
ます。
• TLS/SSL 設定の追加: Cassandra クライアントの Python ドライバーを使用して Amazon Keyspaces に
接続するための TLS/SSL 設定の追加については、「Cassandra Python クライアントドライバーを使用
した Amazon Keyspaces へのプログラムアクセス (p. 41)」を参照してください。

Amazon Keyspaces のユースケース
以下は、Amazon Keyspaces の使用方法のほんの一部です。
• 低レイテンシーを必要とするアプリケーションを構築する - 産業機器のメンテナンス、取引のモニタリ
ング、フリート管理、ルートの最適化など、1 桁ミリ秒のレイテンシーを必要とするアプリケーション
向けにデータを高速で処理します。
• オープンソーステクノロジーを使用してアプリケーションを構築する —
Java、Python、Ruby、Microsoft .NET、Node.js、PHP、C++、Perl、Go など、幅広いプログラミング
言語で利用できるオープンソースの Cassandra API とドライバーを使用して、AWS でアプリケーショ
ンを構築します。コード例については、コード例とツール (p. 98) を参照してください。
• Cassandra ワークロードをクラウドに移動 — Cassandra テーブルをユーザー自身が管理する場合は時
間とコストがかかります。Amazon Keyspaces を使用すると、AWS クラウド で Cassandra テーブルの
セットアップ、保護、スケーリングを実行でき、インフラストラクチャを管理する必要はありません。
詳細については、「サーバーレスリソース管理 (p. 101)」を参照してください。

Cassandra クエリ言語 (CQL) とは
Cassandra クエリ言語 (CQL) は Apache Cassandra との通信に使用される主要言語です。Amazon
Keyspaces (Apache Cassandra 向け) は、CQL 3.x API (バージョン 2.x との下位互換性あり) との互換性が
あります。
CQL クエリを実行するには、次の作業のいずれかを実行します。
• AWS Management Console で CQL エディタを使用します。
• このクエリを cqlsh クライアントで実行します。
• Apache 2.0 ライセンス付きの Cassandra クライアントドライバーを使用してプログラムによりこのク
エリを実行します。
これらの方法を使用して Amazon Keyspaces にアクセスする方法については、「Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 向け) へのアクセス (p. 15)」を参照してください。
CQL の詳細については、「Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の CQL 言語リファレン
ス (p. 254)」を参照してください。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) と Apache
Cassandra の比較について
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra の場合) は、クライアントに対する 9 ノードの Apache
Cassandra 3.11.2 クラスターとして表示され、Apache Cassandra 3.11.2 と互換性のあるドライバーとク
ライアントに対応しています。Amazon Keyspaces は 3.x Cassandra クエリ言語 (CQL) API に対応してお
り、バージョン 2.x との下位互換性があります。Amazon Keyspaces では、現在使用しているものと同じ
Cassandra アプリケーションコード、Apache 2.0 ライセンスのドライバー、ツールを使用して、AWS で
Cassandra ワークロードを実行することができます。
Amazon Keyspaces は、キースペースとテーブルの作成、データの読み取り、データの書き込みなど、
一般的に使用されるあらゆる Cassandra データプレーンオペレーションに対応しています。Amazon
Keyspaces はサーバーレスであるため、サーバーのプロビジョニング、パッチ、管理を行う必要はありま
せん。ソフトウェアのインストール、保守、操作も不要です。したがって、クラスターとノードの設定を
管理するための Cassandra コントロールプレーン API オペレーションで、Amazon Keyspaces を使用す
る必要がありません。
レプリケーション係数や整合性レベルなどの設定が自動的に構成され、高可用性、耐久性、一桁ミリ秒単
位のパフォーマンスが実現されます。
トピック
• 機能の違い: Amazon Keyspaces と Apache Cassandra (p. 6)
• Amazon Keyspaces でサポートされている Cassandra API、オペレーション、関数、およびデータ
型 (p. 9)
• Amazon Keyspaces でサポートされている Apache Cassandra の整合性レベル (p. 13)

機能の違い: Amazon Keyspaces と Apache
Cassandra
Amazon Keyspaces と Apache Cassandra の機能上の違いは以下のとおりです。
トピック
• Apache Cassandra の API、オペレーション、およびデータ型 (p. 7)
• キースペースとテーブルの非同期的な作成および削除 (p. 7)
• 認証と認可 (p. 7)
• バッチ (p. 7)
• クラスターの設定 (p. 7)
• CQL クエリのスループットチューニング (p. 7)
• 軽量トランザクション (p. 8)
• 負荷分散 (p. 8)
• ページ分割 (p. 8)
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• プリペアドステートメント (p. 8)
• 範囲削除 (p. 8)
• システムテーブル (p. 9)

Apache Cassandra の API、オペレーション、および
データ型
Amazon Keyspaces は、キースペースとテーブルの作成、データの読み取り、データの書き込みなど、一
般的に使用されるあらゆる Cassandra データプレーンオペレーションに対応しています。現在サポート
されているものについては、「Amazon Keyspaces でサポートされている Cassandra API、オペレーショ
ン、関数、およびデータ型 (p. 9)」を参照してください。

キースペースとテーブルの非同期的な作成および削除
Amazon Keyspaces では、キースペースとテーブルの非同期的な作成や削除など、データ定義言語 (DDL)
オペレーションを同期なしで実行します。リソースの作成状況を監視する方法については、「the section
called “キースペースの作成” (p. 118)」と「the section called “テーブルの作成” (p. 119)」を参照してく
ださい。CQL 言語リファレンスの DDL ステートメントのリストについては、「the section called “DDL ス
テートメント” (p. 259)」を参照してください。

認証と認可
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) では、AWS Identity and Access Management (IAM) がユー
ザーの認証と認可に使用され、Apache Cassandra と同等の認可ポリシーがサポートされています。その
ため、Amazon Keyspaces では Apache Cassandra のセキュリティ設定コマンドがサポートされていませ
ん。

バッチ
Amazon Keyspaces では、バッチ内に最大 30 個のコマンドが含まれており、ログに記録されていない
バッチコマンドがサポートされています。無条件の INSERT、UPDATE、または DELETE コマンドだけが
バッチで許可されます。ログに記録されたバッチはサポートされていません。

クラスターの設定
Amazon Keyspaces はサーバーレスであるため、クラスター、ホスト、Java 仮想マシン (JVM) の設定は
不要です。Cassandra のコンパクション、圧縮、キャッシュ、ガベージコレクション、ブルームフィルタ
リングの各設定は、Amazon Keyspaces には適用されず、指定すれば無視できます。

CQL クエリのスループットチューニング
Amazon Keyspaces は、TCP 接続 1 つにつき 1 秒あたり最大 3,000 の CQL クエリに対応していますが、
ドライバーが確立できる接続数に制限はありません。
ほとんどのオープンソース Cassandra ドライバーで、Cassandra への接続プールが確立され、その接続
プールでクエリのロードバランスが行われます。Amazon Keyspaces では 9 つのピア IP アドレスがドラ
イバーに公開されており、ほとんどのドライバーのデフォルトの動作は、各ピアの IP アドレスに対して接
続を 1 つずつ確立することです。したがって、デフォルト設定を使用するドライバーの最大 CQL クエリ
スループットは、1 秒あたり 27,000 CQL クエリになります。
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この数を増やすには、接続プールでドライバーにより維持されている各 IP アドレスの接続数を増やすこ
とをお勧めします。例えば、IP アドレスあたりの最大接続数を 2 に設定すると、ドライバーの最大スルー
プットが 1 秒あたり 54,000 CQL クエリの 2 倍になります。

軽量トランザクション
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) では、、、DELETEコマンドの比較機能と設定機能
が完全にサポートされています。これらの機能は、Apache Cassandra では軽量トランザクション
(LWT、lightweight transactions) という名称です。INSERTUPDATEAmazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) はサーバーレス製品として、軽量トランザクションを含め、あらゆる規模で一貫性のあ
るパフォーマンスを提供します。Amazon Keyspaces では、軽量トランザクションを使用してもパフォー
マンス上のペナルティはありません。

負荷分散
system.peers テーブルエントリは、Amazon Keyspaces ロードバランサーに対応します。最良の結果を
得るために、ラウンドロビンロードバランシングポリシーを使用し、アプリケーションのニーズに合わせ
て IP ごとに接続数を調整することをお勧めします。

ページ分割
Amazon Keyspaces では、結果セットで返された行数ではなく、リクエストを処理するために読み取ら
れた行の数に基づいて結果のページ分割が行われます。その結果、一部のページの行数が、フィルタリ
ングされたクエリに対して PAGE SIZE で指定した行数よりも少なくなる可能性があります。Amazon
Keyspaces ではさらに、1 MB のデータの読み取り後に結果を自動的にページ分割することで、一貫した 1
桁台のミリ秒の読み取りパフォーマンスをお客様に提供します。詳細については、「the section called “結
果のページ分割” (p. 124)」を参照してください。

パーティショナー
Amazon Keyspaces デフォルトのパーティショナーは CassandraMurmur3Partitioner 互換です。さら
に、Amazon KeyspacesDefaultPartitioner を使用するか、Cassandra 互換を使用するかを選択でき
ますRandomPartitioner。Amazon Keyspaces を使用すると、Amazon キースKeyspaces データをリ
ロードしなくても、アカウントのパーティショナーを安全に変更できます。構成の変更が完了すると (約
10 分かかります)、クライアントは次回の接続時に新しいパーティショナー設定を自動的に確認します。
詳細については、「the section called “パーティショナーの使用” (p. 125)」を参照してください。

プリペアドステートメント
Amazon Keyspaces では、データの読み取りや書き込みなどのデータ操作言語 (DML) オペレーションに対
するプリペアドステートメントの使用がサポートされています。Amazon Keyspaces では現在、テーブル
やキースペースの作成などのデータ定義言語 (DDL) オペレーションでのプリペアドステートメントの使用
についてはサポートされていません。DDL オペレーションは、プリペアドステートメントの外部で実行す
る必要があります。

範囲削除
Amazon Keyspaces では、一定範囲内の行の削除がサポートされています。範囲とは、パーティション内
の連続する行のセットです。DELETE オペレーションで範囲を指定するには、WHERE 句を使用します。
範囲をパーティション全体に指定することもできます。
さらに、関係演算子 (「>」、「<」など) を使用することによって、または、パーティションキーを含めて
1 つ以上のクラスタリング列を省略することによって、パーティション内の連続する行のサブセットとし
て範囲を指定できます。Amazon Keyspaces を使用すると、1 回のオペレーションで 1 つの範囲内の行を
最大で 1,000 行削除できます。さらに、範囲削除はアトミックですが、分離されません。
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システムテーブル
Amazon Keyspaces は、Apache 2.0 オープンソースの Cassandra ドライバーに必要なシステムテーブル
に情報を入力します。クライアントに対して表示されるシステムテーブルには、認証されたユーザーに固
有の情報が含まれています。システムテーブルは Amazon Keyspaces によって完全に制御されるものであ
り、読み取り専用です。
システムテーブルへの読み取り専用アクセスが必要で、IAM アクセスポリシーで制御できます。詳細に
ついては、「the section called “ポリシーを使用したアクセスの管理” (p. 204)」を参照してください。
システムテーブルのタグベースのアクセス制御ポリシーは、AWS SDKを使用するか、Cassandraドライ
バーと開発者ツールを介したCassandraクエリ言語（CQL）API呼び出しを使用するかによって、異なる
方法で定義する必要があります。システムテーブルのタグベースのアクセスコントロールに関する詳細に
ついては、「」を参照してくださいthe section called “ タグに基いた Amazon Keyspaces リソースアクセ
ス” (p. 215)。
Amazon VPC エンドポイントを使用して Amazon (p. 246) Keyspaces にアクセスする場合、Amazon キ
Keyspaces が表示権限を持っている各 Amazon VPCsystem.peers エンドポイントのエントリがテーブ
ルに表示されます。その結果、Cassandra ドライバーは、system.peersテーブル内のコントロールノー
ド自体に関する警告メッセージを発行する可能性があります (p. 250)。この警告を無視しても問題ありま
せん。

Amazon Keyspaces でサポートされている
Cassandra API、オペレーション、関数、および
データ型
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) は、Cassandra クエリ言語 (CQL) 3.11 API (バージョン2.x と
の下位互換性あり) と互換性があります。
Amazon Keyspaces は、キースペースとテーブルの作成、データの読み取り、データの書き込みなど、一
般的に使用されるあらゆる Cassandra データプレーンオペレーションに対応しています。
次のセクションではサポートされる機能の一覧を示します。
トピック
• Cassandra API サポート (p. 9)
• Cassandra コントロールプレーン API サポート (p. 10)
• Cassandra データプレーン API サポート (p. 11)
• Cassandra 関数のサポート (p. 11)
• Cassandra データ型サポート (p. 12)

Cassandra API サポート
API オペレーション

サポート対象

CREATE KEYSPACE

はい

ALTER KEYSPACE

はい

DROP KEYSPACE

はい

CREATE TABLE

はい

9

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
Cassandra コントロールプレーン API サポート

API オペレーション

サポート対象

ALTER TABLE

はい

DROP TABLE

はい

CREATE INDEX

いいえ

DROP INDEX

いいえ
はい

UNLOGGED BATCH

いいえ

LOGGED BATCH
SELECT

はい

INSERT

はい

DELETE

はい

UPDATE

はい

USE

はい

CREATE TYPE

いいえ

ALTER TYPE

いいえ

DROP TYPE

いいえ

CREATE TRIGGER

いいえ

DROP TRIGGER

いいえ

CREATE FUNCTION

いいえ

DROP FUNCTION

いいえ

CREATE AGGREGATE

いいえ

DROP AGGREGATE

いいえ

CREATE MATERIALIZED VIEW

いいえ

ALTER MATERIALIZED VIEW

いいえ

DROP MATERIALIZED VIEW

いいえ

TRUNCATE

いいえ

Cassandra コントロールプレーン API サポート
Amazon Keyspaces が管理されているため、クラスターとノードの設定を管理するための Cassandra コン
トロールプレーン API オペレーションは不要です。したがって、Cassandra の以下の機能は適用されませ
ん。
特徴

理由

耐久性のある書き込みトグル

すべての書き込みに耐久性がある
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特徴

理由

読み取り修復設定

該当しない

GC 猶予期間 (秒)

該当しない

ブルームフィルター設定

該当しない

圧縮設定

該当しない

[Compression settings] (圧縮設定)

該当しない

キャッシュ設定

該当しない

セキュリティ設定

IAM に置き換わった

Cassandra データプレーン API サポート
特徴

サポート対象

SELECT ステートメントと INSERT ステートメン
トの JSON サポート

はい

静的列

はい

有効期限 (TTL)

はい

Cassandra 関数のサポート
サポートされている関数の詳細については、「」を参照してください。the section called “組み込み関
数” (p. 270)。
関数

サポート対象
いいえ

Aggregate 関数
Blob変換

はい

Cast

はい

Datetime 関数

はい

時間変換関数

はい

TimeUuid 関数

はい

Token

はい
いいえ

User defined functions (UDF)

はい

Uuid
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Cassandra データ型サポート
データ型

サポート対象

ascii

はい

bigint

はい

blob

はい

boolean

はい

counter

はい

date

はい

decimal

はい

double

はい

float

はい

frozen

いいえ

inet

はい

int

はい

list

はい

map

はい

set

はい

smallint

はい

text

はい

time

はい

timestamp

はい

timeuuid

はい

tinyint

はい

tuple

はい
いいえ

user-defined types (UDT)
uuid

はい

varchar

はい

varint

はい
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Amazon Keyspaces でサポートされている Apache
Cassandra の整合性レベル
このセクションのトピックでは、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) における読み取りオペ
レーションと書き込みオペレーションに対してサポートされている Apache Cassandra 整合性レベルにつ
いて説明します。
トピック
• 書き込みの整合性レベル (p. 13)
• 読み取りの整合性レベル (p. 13)
• サポートされていない整合性レベル (p. 13)

書き込みの整合性レベル
Amazon Keyspaces では、耐久性と高可用性を確保するために、複数のアベイラビリティーゾーンにおい
て、全ての書き込みオペレーションが 3 回レプリケートされます。書き込みは、書き込みが承認される前
に LOCAL_QUORUM 整合性レベルを使用して永続的に保存されます。1 KB の書き込み 1 回につき、プロビ
ジョンドキャパシティモードを使用するテーブルの場合は 1 書き込みキャパシティユニット (WCU)、オン
デマンドモードを使用するテーブルの場合は 1 書き込みリクエストユニット (WRU) が課金されます。

読み取りの整合性レベル
Amazon Keyspaces では、ONE、LOCAL_ONE、LOCAL_QUORUM という 3 つの読み取り整合性レベルがサ
ポートされています。Amazon Keyspaces では、LOCAL_QUORUM 読み取りの処理中に、過去に成功したす
べての書き込みオペレーションから最新の更新が反映されているレスポンスが返されます。整合性レベル
ONE または LOCAL_ONE を使用すると、読み込みリクエストのパフォーマンスと可用性を向上させること
ができますが、最近完了した書き込みの結果がレスポンスに反映されない可能性があります。
ONE または LOCAL_ONE の整合性を採用した 4 KB の読み取り 1 回につき、プロビジョンドキャパシティ
モードを使用するテーブルの場合は 0.5 読み込みキャパシティユニット (RCU)、オンデマンドモードを使
用するテーブルの場合は 0.5 読み込みリクエストユニット (RRU) が課金されます。LOCAL_QUORUM の整
合性を採用した 4 KB の読み取り 1 回につき、プロビジョンドキャパシティモードを使用するテーブルの
場合は 1 読み込みキャパシティユニット (RCU)、オンデマンドモードを使用するテーブルの場合は 1 読み
込みリクエストユニット (RRU) が課金されます。

テーブルごとの読み取り整合性と読み取りキャパシティスループットモードに基づいた 4 KB 読み
取り 1 回あたりの課金
整合性レベル

プロビジョンド

オンデマンド

ONE

0.5 RCU

0.5 RRUs

LOCAL_ONE

0.5 RCU

0.5 RRUs

LOCAL_QUORUM

1 RCU

1 RRU

サポートされていない整合性レベル
次の整合性レベルは Amazon Keyspaces ではサポートされていないため、例外が発生します。
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サポートされていない整合性レベル
Apache Cassandra

Amazon Keyspaces

EACH_QUORUM

サポート外

QUORUM

サポート外

ALL

サポート外

TWO

サポート外

THREE

サポート外

ANY

サポート外

SERIAL

サポート外

LOCAL_SERIAL

サポート外
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) へのアクセス
Amazon Keyspaces にアクセスするには、コンソールを使用するか、プログラムにより cqlsh クライ
アントを実行するか、Apache 2.0 ライセンス取得済み Cassandra ドライバーを使用します。Amazon
Keyspaces では、Apache Cassandra 3.11.2 と互換性のあるドライバーとクライアントがサポートされて
います。Amazon Keyspaces にアクセスする前に、次の 2 つのステップを実行する必要があります。
1. AWS へのサインアップ (p. 15)
2. AWS Identity and Access Management のセットアップ (p. 15)

AWS へのサインアップ
Amazon Keyspaces サービスを使用するには、AWS アカウント が必要です。アカウントをまだお持ちで
ない場合は、サインアップ時に画面の指示に従って作成してください。サインアップした AWS サービス
の料金は、そのサービスを使用しない限り発生することはありません。

AWS にサインアップするには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント 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 Identity and Access Management のセット
アップ
Amazon Keyspaces リソースへのアクセスは、AWS Identity and Access Management(IAM) を使用して管
理します。IAM を使用すれば、IAM ユーザー、ロール、および、特定のリソースに読み取りと書き込みの
アクセス許可を付与するフェデレーションアイデンティティに、ポリシーをアタッチできます。例えば、
キースペースとテーブルのサブセットに限定した読み取り専用アクセスを IAM ユーザーに付与できます。
次の例では、IAM ポリシーにより、Amazon Keyspaces リソースへの読み取りおよび書き込みの完全アク
セスが付与されます。これはトライアルにのみ推奨されます。セキュリティガイドラインに準拠したサン
プルポリシーについては、the section called “Amazon Keyspaces テーブルへのアクセス” (p. 211) を参照
してください。
1. AWS Identity and Access Management ユーザーの作成
2. 以下のポリシーを作成し、作成したユーザーにアタッチします。

{
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}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cassandra:*"
],
"Resource":[
"*"
]
}
]

AWS アカウント と IAM ポリシーの作成後に Amazon Keyspaces にアクセスするには、以下のセクション
を参照してください。
• コンソールの使用 (p. 16)
• プログラムによる接続 (p. 16)

コンソールを使用した Amazon Keyspaces へのア
クセス
Amazon Keyspaces コンソールには https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home からアクセスでき
ます。
コンソールを使用して、Amazon Keyspaces で以下のことを行うことができます。
• キースペースとテーブルの作成、削除、説明、一覧表示
• データの挿入、更新、削除
• CQL エディタを使用したクエリの実行
Amazon Keyspaces のキースペースとテーブルを作成してサンプルアプリケーションデータで設定する方
法については、「Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の使用開始方法 (p. 52)」を参照してく
ださい。

プログラムによる Amazon Keyspaces への接続
このトピックでは、プログラムによる Amazon Keyspaces への接続に必要な手順の概要を説明します。
サービス固有の認証情報の作成手順を説明し、利用可能 AWS サービスエンドポイントの一覧を示しま
す。最後のセクションでは、cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続する方法を説明します。異な
る Apache Cassandra ドライバーを使用して Amazon Keyspaces step-by-step に接続するチュートリ
アルについては、「」を参照してくださいthe section called “Cassandra クライアントドライバーの使
用” (p. 33)。

Note
開始にあたっては、で Amazon Keyspaces end-to-end コードサンプルリポジトリにあるさまざま
な Cassandra クライアントドライバーを使用して、Amazon Keyspaces への接続に関するコード
サンプルを利用することができますGitHub。
Amazon Keyspaces では、Apache Cassandra 3.11.2 と互換性のあるドライバーとクライアントがサポー
トされています。ここでは、すでに Amazon Keyspaces へのアクセス (p. 15) の AWS セットアップ手
順が完了していることを前提としています。
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AWS アカウント をすでに持っている場合は、cqlsh を使用してプログラムにより Amazon Keyspaces に
アクセスする方法に関する以下のトピックを参照してください。
トピック
• プログラムにより Amazon Keyspaces にアクセスするための認証情報の作成 (p. 17)
• Amazon Keyspaces のサービスエンドポイント (p. 24)
• を使用するcqlshAmazon Keyspaces に接続するには (p. 27)
• AWS CLI の使用 (p. 29)
• API の使用 (p. 33)
• Cassandra クライアントドライバーを使用した Amazon Keyspaces へのプログラムアクセ
ス (p. 33)

プログラムにより Amazon Keyspaces にアクセスす
るための認証情報の作成
Amazon Keyspaces リソースへのプログラムアクセスに必要な認証情報を、ユーザーとアプリケーション
に提供するには、次のいずれかを実行します。
• Cassandra で認証とアクセス管理に使用される従来のユーザーネームとパスワードに類似したサービ
ス固有の認証情報を作成します。AWS サービス固有の認証情報は、特定の AWS Identity and Access
Management (IAM) ユーザーに関連付けられているため、認証情報の作成時に対象としていたサー
ビスにしか使用できません。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Using IAM with Amazon
Keyspaces (for Apache Cassandra)」(IAM と Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の併用) を
参照してください。
• セキュリティを強化するために、すべての AWS サービスで使用できる、IAM ユーザーとロールの
IAM アクセスキーを作成することをお勧めします。Cassandra クライアントドライバー用の Amazon
Keyspaces SigV4 認証プラグインを使用すると、ユーザー名とパスワードではなく IAM アクセスキーを
使用して Amazon Keyspaces のコールの認証を行うことができます。Amazon Keyspaces SigV4 プラ
グインにより、IAM ユーザー、ロール、およびフェデレーティッドアイデンティティの認証を Amazon
Keyspaces API リクエストで行えるようにするには、「AWSSignature V4 process (SigV4)」(署名バー
ジョン 4 プロセス (SigV4) を参照してください。
SigV4 プラグインは次の場所からダウンロードできます。
• Java: https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin。
• Node.js: https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-nodejs-driver-plugin。
• Python: https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-python-driver-plugin。
• Go: https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-gocql-driver-plugin。
SigV4 認証プラグインを使用して接続を確立する方法のサンプルコードについては、「the section
called “Cassandra クライアントドライバーの使用” (p. 33)」を参照してください。
トピック
• サービス固有の認証情報を生成する (p. 17)
• を作成して設定する方法AWSAmazon Keyspaces の認証情報 (p. 19)

サービス固有の認証情報を生成する
サービス固有の認証情報は、Cassandra が認証とアクセス管理に使用する従来のユーザー名とパスワー
ドに似ています。サービス固有の認証情報があれば、IAM ユーザーは特定の AWS サービスにアクセスで
きるようになります。この認証情報を使用して他の AWS サービスにアクセスすることはできません。こ
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の認証情報は特定の IAM ユーザーに関連付けられており、他の IAM ユーザーが使用することはできませ
ん。

Important
サービス固有の認証情報は、特定の IAM ユーザーに関連付けられ、認証情報の作成時に対象とし
ていたサービスにしか使用できません。IAM ロールまたはフェデレーテッドアイデンティティに
対し、すべての AWS リソースにアクセスできるアクセス許可を付与するには、AWS 認証用の
IAM アクセスキーを作成して SigV4 認証プラグインを使用します。
次のいずれかの手順を使用して、サービス固有の認証情報を生成します。

コンソールを使用してサービス固有の認証情報を生成する
コンソールを使用してサービス固有の認証情報を生成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[Users] (ユーザー) を選択し、次に、事前に作成した、Amazon Keyspaces
のアクセス許可 (ポリシーがアタッチされている) を持っているユーザーを選択します。

3.

[Security Credentials] (セキュリティ認証情報) を選択します。[Credentials for Amazon Keyspaces]
(Amazon Keyspaces の認証情報) で、[Generate credentials] (認証情報を生成) を使用してサービス固
有の認証情報を生成します。
これで、サービス固有の認証情報が利用可能になりました。パスワードを表示またはダウンロードで
きるのはこの時点だけです。後で回復することはできません。ただし、パスワードはいつでもリセッ
トできます。ユーザーおよびパスワードは後で必要になるため、安全な場所に保存します。

AWS CLI を使用してサービス固有の認証情報を生成する
AWS CLI を使用してサービス固有の認証情報を生成するには
サービス固有の認証情報を生成する前に、AWS Command Line Interface (AWS CLI) をダウンロードして
インストールし、設定する必要があります。
1.

http://aws.amazon.com/cli で AWS CLI をダウンロードします。

Note
AWS CLI は、Windows、macOS または Linux 上で作動します。
2.

AWS Command Line Interface ユーザーガイドの 「AWS CLIのインストール」および「AWS CLIの設
定」の手順に従います。

3.

AWS CLI を使用し、次のコマンドを実行してユーザー alice 用にサービス固有の認証情報を生成し
ます。これにより、このユーザーは Amazon Keyspaces にアクセスできるようになります。
aws iam create-service-specific-credential \
--user-name alice \
--service-name cassandra.amazonaws.com

出力は次のようになります。
{

"ServiceSpecificCredential": {
"CreateDate": "2019-10-09T16:12:04Z",
"ServiceName": "cassandra.amazonaws.com",
"ServiceUserName": "alice-at-111122223333",
"ServicePassword": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
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}

}

"ServiceSpecificCredentialId": "ACCAYFI33SINPGJEBYESF",
"UserName": "alice",
"Status": "Active"

出力の ServiceUserName と ServicePassword の値を書き留めておきます。これらの値は後で必要に
なるため、安全な場所に保存しておいてください。

Important
ServicePassword を利用できるのはこの時点だけです。

を作成して設定する方法AWSAmazon Keyspaces の認証情報
を使用して Amazon Keyspaces にプログラム的にアクセスするにはAWS CLI、AWSSDK、または
Cassandra クライアントドライバーと SigV4 プラグインを使用する場合は、アクセスキーを持つ IAM
ユーザーまたはロールが必要です。プログラム的に AWS を使用する場合は、AWS アクセスキーを提
供して、AWS がプログラム的な呼び出しでアイデンティティを検証できるようにします。アクセス
キーは、アクセスキー ID (例えば、AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例え
ば、wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfi例/キー)。このトピックでは、このプロセスで必要になる手順を説
明します。
トピック
• に必要な資格情報AWS CLI、AWSSDK、または Cassandra クライアントドライバーの Amazon
Keyspaces SigV4 プラグイン (p. 19)
• AWS アカウントで、Amazon Keyspaces へのプログラムアクセス用に IAM ユーザーを作成しま
す。 (p. 20)
• IAM ユーザーの新しいアクセスキーの作成 (p. 21)
• IAM ユーザーのアクセスキーを管理する方法 (p. 22)
• 一時認証情報を使用した IAM ロールと SigV4 プラグインによる Amazon Keyspaces への接
続 (p. 23)

に必要な資格情報AWS CLI、AWSSDK、または Cassandra クライアントドライ
バーの Amazon Keyspaces SigV4 プラグイン
IAM ユーザーまたはロールの認証には、次の認証情報が必要です。
AWS_ACCESS_KEY_ID
IAM ユーザーまたはロールに関連付けられる AWS アクセスキーを指定します。
プログラムによる Amazon Keyspaces への接続には、アクセスキー aws_access_key_id が必要で
す。
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
アクセスキーに関連付けられるシークレットキーを指定します。これは、基本的にアクセスキーの
「パスワード」です。
プログラムによる Amazon Keyspaces への接続には、aws_secret_access_key が必要です。
AWS_SESSION_TOKEN – オプション
AWS Security Token Service オペレーションから直接取得した一時的なセキュリティ認証情報を使用
している場合に必要なセッショントークン値を指定します。詳細については、「the section called “一
時認証情報を使用した Amazon Keyspaces への接続” (p. 23)」を参照してください。
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IAM ユーザーに接続する場合、aws_session_token は不要です。

AWS アカウントで、Amazon Keyspaces へのプログラムアクセス用に IAM ユー
ザーを作成します。
を使用して Amazon Keyspaces へのプログラムアクセス用の認証情報を取得するにはAWS
CLI、AWSSDK または SigV4 プラグインの場合は、まず IAM ユーザーまたはロールを作成する必要があ
ります。ユーザーを作成して、ユーザーによる Amazon Keyspaces へのプログラムアクセスを設定する手
順を以下に示します。
1. でユーザーを作成するAWS Management Console、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または
AWSAPI オペレーション。AWS Management Console でユーザーを作成した場合は、認証情報が自動
的に作成されます。
2. プログラムによりユーザーを作成する場合は、追加のステップでそのユーザーのアクセスキー (アクセ
スキー ID とシークレットアクセスキー) を作成する必要があります。
3. Amazon Keyspaces へのアクセス許可をユーザーに付与します。
ユーザーの作成に必要なアクセス許可の詳細については、「Permissions required to access IAM
resources」(IAM リソースへのアクセスに必要な許可) を参照してください。

IAM ユーザーの作成 (コンソール)
IAM ユーザーは AWS Management Console で作成できます。

プログラムアクセス権がある IAM ユーザーを作成するには (コンソール)
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソー
ルを開きます。
ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー)、[Add user] (ユーザーを追加する) の順に選択します。
新しいユーザーのユーザー名を入力します。これは、AWS のサインイン名です。

Note
ユーザー名は、最大 64 文字の英数字、プラス記号 (+)、等号 (=)、カンマ (,)、ピリオド (.)、
アットマーク (@)、アンダースコア (_)、ハイフン (-) を組み合わせて指定します。名前は
アカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は区別されません。たとえ
ば、TESTUSER というユーザーと testuser というユーザーを作成することはできません。
4.

5.

選択アクセスキー-プログラムによるアクセス新しいユーザーのアクセスキーを作成する。[] に到達す
ると、アクセスキーを表示またはダウンロードできます。FILEページ。
[Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可.
上にアクセス許可の設定ページ、選択既存のポリシーを直接アタッチ新しいユーザーにアクセス許可
を割り当てます。
このオプションは、以下のリストを表示しますAWSアカウント内の管理ポリシーとカスタマー管理ポ
リシーを使用できます。入力できますkeyspaces検索フィールドに入力すると、Amazon Keyspaces
に関連するポリシーのみが表示されます。
Amazon Keyspaces の場合、利用可能な管理ポリシーは次のとおりで
す。AmazonKeyspacesFullAccessそしてAmazonKeyspacesReadOnlyAccess。各ポリシーの詳
細については、「the section called “AWS マネージドポリシー” (p. 216)」を参照してください。
テストと接続チュートリアルの順守を目的とする場合は、AmazonKeyspacesReadOnlyAccess新
規ユーザーのポリシー。[Note:] (メモ:) ベストプラクティスとして、最小権限の原則に従い、特定の
リソースへのアクセスを制限して必要なアクションのみを許可するカスタムポリシーを作成するこ
とをお勧めします。IAM ポリシーと Amazon Keyspaces のサンプルポリシーの詳細については、
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「」を参照してください。the section called “Amazon Keyspaces のアイデンティティベースポリ
シー” (p. 206)。カスタムポリシーを作成したら、ポリシーをグループにアタッチし、ユーザーを適
切なグループのメンバーにします。
[Next: (次へ:)] を選択します タグ
6.

上にタグの追加 (オプション)ページでは、ユーザーのタグを追加したり、次へ: 確認.

7.

上に確認ページには、この時点までに行ったすべての選択が表示されます。続行する準備ができた
ら、[Create user] (ユーザーの作成) を選択します。

8.

ユーザーのアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を表示するには、パ
スワードとアクセスキーの横にある [Show] (表示) を選択します。アクセスキーを保存するに
は、[Download .csv] (.csv のダウンロード) を選択し、安全な場所にファイルを保存します。

Important
シークレットアクセスキーの表示またはダウンロードを実行できるのはこの時点だけです。
ユーザーが SigV4 プラグインを使用できるようにするには、あらかじめこの情報を提供して
おく必要があります。ユーザーの新しいアクセスキー ID とシークレットアクセスキーは、安
全な場所に保存してください。このステップを行った後に、シークレットキーに再度アクセ
スすることはできません。

IAM ユーザーの作成 (AWS CLI)
IAM ユーザーは AWS CLI で作成できます。

プログラムアクセス権がある IAM ユーザーを作成するには (AWS CLI)
1.

以下のようにユーザーを作成するAWS CLIコード。
• aws iam create-user

2.

ユーザーにプログラムアクセス権を付与します。これにはアクセスキーが必要です。アクセスキーは
次の方法で生成できます。
• AWS CLI: aws iam create-access-key
• Tools for Windows PowerShell:New-IAMAccessKey
• IAM API:CreateAccessKey

Important
シークレットアクセスキーの表示またはダウンロードを実行できるのはこの時点だけで
す。ユーザーが SigV4 プラグインを使用できるようにするには、あらかじめこの情報を提
供しておく必要があります。ユーザーの新しいアクセスキー ID とシークレットアクセス
キーは、安全な場所に保存してください。このステップを行った後に、シークレットキー
に再度アクセスすることはできません。
3.

ユーザーのアクセス許可を定義する AmazonKeyspacesReadOnlyAccess ポリシーをユーザーにア
タッチします。[Note:] (メモ:) ベストプラクティスとして、ユーザーのアクセス許可の管理は、ユー
ザーをグループに追加してグループにポリシーをアタッチすることで (ユーザーに直接アタッチする
のではなく) 行うことをお勧めします。
• AWS CLI: aws iam attach-user-policy

IAM ユーザーの新しいアクセスキーの作成
IAM ユーザーをすでに作成している場合は、いつでも新しいアクセスキーを作成できます。アクセスキー
のローテーションの方法など、キー管理の詳細については、「Managing access keys for IAM users」(IAM
ユーザーのアクセスキーの管理) を参照してください。
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IAM ユーザーのアクセスキーを作成するには (コンソール)
1.
2.

AWS Management Consoleにサインインして、IAM コンソールを開きます https://
console.aws.amazon.com/iam/。
ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。

3.
4.

アクセスキーを作成するユーザーの名前を選択します。
上に概要ユーザーのページから、セキュリティ認証情報タブ。

5.

[Access keys] (アクセスキー) セクションで、[Create access key] (アクセスキーを作成) を選択しま
す。
新しいアクセスキーのペアを表示するには、[Show] (表示) を選択します。認証情報は以下のようにな
ります:
• アクセスキー ID: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
• シークレットアクセスキー:wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCEXAMPLEKEY

Note
このダイアログボックスを閉じた後で、シークレットアクセスキーに再度アクセスすること
はできません。
6.
7.

キーペアをダウンロードするには、[Download .csv file.csv] (.csv ファイルのダウンロード) を選択し
ます。このキーは安全な場所に保存してください。
.csv ファイルをダウンロードしたら、[Close] (閉じる) を選択します。

アクセスキーを作成すると、キーペアはデフォルトで有効になり、すぐにキーペアを使用できるようにな
ります。

IAM ユーザーのアクセスキーを管理する方法
ベストプラクティスとして、アクセスキーをコードに直接埋め込まないことをお勧めします。AWS SDK
と AWS コマンドラインツール では、既知の場所にアクセスキーを置くことができるため、それらをコー
ドで保持する必要がありません。次のいずれかの場所にアクセスキーを置きます。
• 環境変数 – マルチテナントシステムでは、システム環境変数ではなくユーザー環境変数を選択します。
• CLI 認証情報ファイル – コマンド aws configure を実行すると、credentials ファイルと
config ファイルが更新されます。credentials ファイルは、Linux、macOS、Unix では ~/.aws/
credentials に、Windows では C:\Users\USERNAME\.aws\credentials にあります。このファ
イルには、default プロファイルと任意の名前付きプロファイルの認証情報の詳細が含まれています。
• CLI 設定ファイル - コマンド aws configure を実行すると、credentials ファイルと config ファ
イルが更新されます。config ファイルは、Linux、macOS、Unix では ~/.aws/config に、Windows
では C:\Users\USERNAME\.aws\config にあります。このファイルには、 デフォルトプロファイル
とあらゆる名前付きプロファイルの設定が含まれています。
アクセスキーを環境変数として保存することは、the section called “Java 4.x の認証プラグイン” (p. 37)
の必須の前提条件です。クライアントでは、デフォルトの認証情報プロバイダーチェーンを使用して認証
情報が検索されます。環境変数として保存されたアクセスキーは、設定ファイルなどの他のすべての場所
よりも優先されます。詳細については、「Configuration settings and precedence」(設定と優先順位) を参
照してください。
次の例では、デフォルトのユーザーの環境変数を設定する方法を示します。
Linux, macOS, or Unix
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
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$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>

環境変数を設定すると、シェルセッションの終了時まで、または変数に別の値を設定するまで、使用
する値が変更されます。変数をシェルのスタートアップスクリプトで設定することで、変数をこれか
らのセッションで永続的にすることができます。
Windows Command Prompt
C:\> setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> setx AWS_SESSION_TOKEN AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>

set を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションの終了時まで、また
は変数を別の値に設定するまで、使用する値が変更されます。setx を使用して環境変数を設定する
と、現在のコマンドプロンプトセッションおよびコマンド実行後に作成するすべてのコマンドプロン
プトセッションで使用する値が変更されます。これは、コマンド実行時にすでに実行されている他の
コマンドシェルには影響を及ぼしません。
PowerShell
PS C:\> $Env:AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
PS C:\> $Env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
PS C:\> $Env:AWS_SESSION_TOKEN="AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>"

で環境変数を設定した場合 PowerShell プロンプト前の例に示すように、現在のセッションの期間だけ
値が保存されます。環境変数の設定をすべてのユーザーで永続化するには PowerShell とコマンドプロ
ンプトセッションは、システム内のアプリケーションコントロールパネル。または、future すべての
変数をセットすることもできます。 PowerShell セッションにそれを追加して PowerShell プロファイ
ル。「」を参照してください。PowerShell ドキュメンテーション環境変数の保存またはセッション間
での永続設定については、「」を参照してください。

一時認証情報を使用した IAM ロールと SigV4 プラグインによる Amazon
Keyspaces への接続
セキュリティを強化するために、一時認証情報を使用して SigV4 プラグインで認証を行ってください。多
くの場合、期限のない長期のアクセスキー (IAM ユーザーのアクセスキーなど) は必要ありません。その代
わり、IAM ロールを作成して一時的なセキュリティ認証情報を生成することができます。一時的なセキュ
リティ認証情報は、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成されていますが、認証情報がいつ
無効になるかを示すセキュリティトークンも含んでいます。長期アクセスキーの代わりに IAM ロールを使
用する方法の詳細については、「」を参照してください。IAM ロール (IAM ロール) の切り替えAWSAPI)。
一時認証情報を使用するには、まず IAM ロールを作成しておく必要があります。

Amazon Keyspaces に読み取り専用アクセスを付与する IAM ロールを作成します。
1.
2.
3.
4.
5.

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。
ナビゲーションペインで [Roles] (ロール)、[Create role] (ロールを作成) の順に選択します。
上にロールの作成ページ、下Select type of trusted entity、選択してくださいAWSサービス。[]使用事
例を選択します。、選択してくださいAmazon EC2を選択し、次。
上にアクセス許可を追加するページ、下アクセス許可ポリシー、選択してくださいAmazon
Keyspaces 読み取り専用アクセスポリシーリストから、次。
上に名前を付け、レビューし、作成するページで、ロールの名前を入力し、信頼できるエンティティ
を選択そしてアクセス許可を追加するセクション。このページでは、ロールにオプションのタグを追
加することもできます。終了したら、ロールの作成。この名前は Amazon EC2 インスタンスを起動す
るときに必要になるため、覚えておいてください。
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コード内で一時的なセキュリティ認証情報を使用するには、AssumeRole などの AWS Security Token
Service API をプログラムから呼び出し、結果として得られる認証情報とセッショントークンを、前のス
テップで作成した IAM ロールから抽出します。その後、これらの値を AWS への後続の呼び出しの認証情
報として使用します。以下の例で、一時的なセキュリティ認証情報を使用する方法に関する疑似コードを
示します。
assumeRoleResult = AssumeRole(role-arn);
tempCredentials = new SessionAWSCredentials(
assumeRoleResult.AccessKeyId,
assumeRoleResult.SecretAccessKey,
assumeRoleResult.SessionToken);
cassandraRequest = CreateAmazoncassandraClient(tempCredentials);

Python ドライバを使用して Amazon Keyspaces にアクセスするために一時的な認証情報を実装する例に
ついては、「??? (p. 42)」を参照してください。
AssumeRole、GetFederationToken、およびその他の API オペレーションを呼び出す方法の詳細につ
いては、「AWS Security Token Service API リファリファレンス」を参照してください。結果から一時的
なセキュリティ認証情報とセッショントークンを取得する方法の詳細については、お使いの SDK のドキュ
メントを参照してください。すべての AWS SDK に関するドキュメントは、主要な 「AWS のドキュメン
トページ」の「SDKs and Toolkits」(SDK とツールキット) セクションにあります。

Amazon Keyspaces のサービスエンドポイント
トピック
• ポートとプロトコル (p. 24)
• グローバルエンドポイント (p. 24)
• AWS GovCloud (US) Region FIPS エンドポイント (p. 26)
• 中国リージョンのエンドポイント (p. 26)

ポートとプロトコル
プログラムにより Amazon Keyspaces にアクセスできますcqlshApache 2.0 ライセンス付きの
Cassandra ドライバーを使用してクライアント、またはAWS CLIそしてAWSSDK。
次の表は、さまざまなアクセスメカニズムのポートとプロトコルを示しています。TLS の場合、Amazon
Keyspaces はスターフィールド CA を使用してサーバーに対する認証を行います。
プログラム的なアクセス

ポート

認証メカニズム

CQLSH

9142

TLS

Cassandra Driver

9142

TLS

AWS CLI

443

HTTPS

AWS SDK

443

HTTPS

グローバルエンドポイント
Amazon Keyspaces は以下の AWS リージョン で利用できます。この表には、各リージョンの利用可能な
サービスエンドポイントを示しています。
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リージョン リージョン エンドポイント
名

プロトコル

米国東部
(オハイオ)

us-east-2

cassandra.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

米国東部
(バージニ
ア北部)

us-east-1

cassandra.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

米国西部
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1

cassandra.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

米国西部
(オレゴン)

us-west-2

cassandra.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com

cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com

TLS

TLS

アジアパシ ap-east-1
フィック
(香港)

cassandra.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

アジアパシ ap-south-1
フィック
(ムンバイ)

cassandra.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

アジアパシ apcassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com
フィック
northeast-2
(ソウル)

HTTPS お
よび TLS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

apcassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com
southeast-1

HTTPS お
よび TLS

アジアパシ apcassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com
フィック
southeast-2
(シドニー)

HTTPS お
よび TLS

アジアパシ apcassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com
フィック
northeast-1
(東京)

HTTPS お
よび TLS

カナダ (中
部)

cacentral-1

cassandra.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eucentral-1

cassandra.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1

cassandra.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2

cassandra.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS
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リージョン リージョン エンドポイント
名

プロトコル

欧州 (パリ)

eu-west-3

cassandra.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

欧州 (ス
eu-north-1
トックホル
ム)

cassandra.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

中東 (バー
レーン)

mesouth-1

cassandra.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1

cassandra.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

AWS
GovCloud
(米国東部)

us-goveast-1

cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

AWS
GovCloud
(米国西部)

us-govwest-1

cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com
cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com
cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com

TLS
HTTPS お
よび TLS
TLS

AWS GovCloud (US) Region FIPS エンドポイント
で利用可能な FIPS エンドポイントAWS GovCloud (US) Region。詳細については、次を参照してくださ
い。の Amazon KeyspacesAWS GovCloud (US)ユーザーガイド。
リージョン
名

リージョン

FIPS エンドポイント

プロトコル

AWS
GovCloud
(米国東部)

us-goveast-1

Cassandra。us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS およ
び TLS

AWS
GovCloud
(米国西部)

us-govwest-1

Cassandra。us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS およ
び TLS

中国リージョンのエンドポイント
次の Amazon Keyspaces エンドポイントは、AWS中国リージョン
これらのエンドポイントにアクセスするには、中国地域固有のアカウント認証情報を別途登録する必要が
あります。詳細については、次を参照してください。中国の登録、アカウント、認証情報。
リージョン
名

リージョン

エンドポイント

プロトコル

中国 (北京)

cn-north-1

cassandra.cn-north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS およ
び TLS
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リージョン
名

リージョン

エンドポイント

プロトコル

中国 (寧夏)

cnnorthwest-1

cassandra.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS およ
び TLS

を使用するcqlshAmazon Keyspaces に接続するには
次のセクションでは、を使用する方法について説明します。cqlshAmazon Keyspaces (Apache
Cassandra 用) に接続します。
の詳細については、「」を参照してください。cqlsh「」を参照してください。cqlsh: CQL シェル。
トピック
• インストールと使用cqlshAmazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) に接続するには (p. 27)

インストールと使用cqlshAmazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) に接続するには
をインストールしてを使用するにはcqlshを使用する場合は、以下を行う必要があります。
1. Python 2.7 のインストール (p. 27)。
2. のインストールcqlshクライアント (p. 27)。
3. EncryptcqlshTLS を使用した接続 (p. 28)。

Note
作成するにはcqlshAmazon Keyspaces への接続機能テスト、ライトオペレーション、および移
行のために Amazon Keyspaces に最適化されたすべての前提条件と構成設定を含む、事前設定さ
れた Docker コンテナを使用できます。ツールキットは、GitHubウェブサイト。

Python 2.7 のインストール
Python がコンピュータにインストールされているかどうか、およびバージョンを確認するには、次の操作
を実行します。
python --version

Python 2.7 がインストールされている場合は、次のような出力が表示されます。
Python 2.7.16

Python 2.7 のインストールが必要な場合は、「」の手順に従います。Pythonダウンロード。

CQL クライアントのインストールと設定
cqlshApache Cassandraにバンドルされている。入手するには、の手順に従って Apache Cassandra をイ
ンストールします。Apache カサンドラのダウンロードとインストール。Amazon Keyspaces は、Apache
Cassandra 3.11.2 と互換性のあるドライバーとクライアントをサポートしています。現在推奨されている
バージョンcqlshからダウンロードできるアパッチ。
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Cassandra をインストールしたら、cqlsh次のコマンドを使用してインストールされます。
cqlsh --version

出力には、次のような内容が表示されます。
cqlsh 5.0.1

Windows を使用している場合は、のすべてのインスタンスを置き換えます。cqlshとcqlsh.bat。たと
えば、Windows で cqlsh 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。
cqlsh.bat --version

設定ファイルのテンプレートをダウンロードするcqlshrcAmazon Keyspaces 向けに最適化GitHub。ダウ
ンロードしたものを保存するcqlshrc_templateファイルとしてcqlshrcCassandra ディレクトリに移
動します。
${HOME}/.cassandra/cqlshrc

EncryptcqlshTLS を使用した接続
Amazon Keyspaces は Transport Layer Security (TLS) を使用した安全な接続のみを受け入れます。
SSL/TLS を使用して接続するには、次の手順を行います。
1. 次のコマンドを使用して Starfield デジタル証明書をダウンロードし、保存します。sf-class2root.crtローカルまたはホームディレクトリ内。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Note
Amazonデジタル証明書を使用してAmazonキースペースに接続することもできます。クライア
ントがAmazonKeyspaces に正常に接続している場合は、引き続き接続できます。Starfield 証
明書は、古い認証局を使用しているクライアントに対して、さらに下位互換性を提供します。
2. 次のコマンドを使用して Amazon Keyspaces Connect。

Important
-ServiceUserNameそしてServicePasswordの手順に従って、サービス固有のクレデンシャ
ルを生成したときに取得したものと一致する必要があります。サービス固有の認証情報を生成
する (p. 17)。
また、Amazon Keyspaces cqlsh アクセスは、AWSを使用したIAM ユーザーとロール
AWScqlsh の認証プラグインの拡張。詳細については、次を参照してください。GitHub での
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) 開発者ツールキット。
cqlsh host 9142 -u ServiceUserName -p ServicePassword --ssl

なお、9142はセキュアポートです。
次に例を示します。
cqlsh cassandra.us-east-2.amazonaws.com 9142 -u "alice-at-111122223333" p "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY" --ssl
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接続すると、次のような出力が表示されます。現在サポートされているApache Cassandraのバージョ
ンは3.11.2です。
Connected to Amazon Keyspaces at cassandra.us-east-2.amazonaws.com:9142.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.2 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
alice-at-111122223333@cqlsh>

の既存の設定ファイルを更新するcqlsh接続
TLS 接続をサポートするように既存の構成ファイルを編集する場合は、Cassandra ホームディレクトリで
設定ファイルを開きます。たとえば、${HOME}/.cassandra/cqlshrc次の行を追加します。
[connection]
port = 9142
factory = cqlshlib.ssl.ssl_transport_factory
[ssl]
validate = true
certfile = path_to_file/sf-class2-root.crt

cqlsh を設定できます。COPY確認する設定cqlshAmazon Keyspaces 内に留まるthe section called “CQL
クエリのスループットチューニング” (p. 7)ガイドライン。
のデフォルトを変更します。COPY FROM設定ファイル内のオプション${HOME}/.cassandra/
cqlshrc次の行を追加します。
[copy-from]
CHUNKSIZE=50

この設定は CHUNKSIZEは、新しく作成されたテーブルの使用を開始するのに適しており、より大きな
ワークロードをサポートするように変更する必要があります。最適化方法の詳細については、「」を参
照してください。cqlsh COPYAmazon Keyspaces 構成設定については、「」を参照してください。the
section called “ステップ 4: 設定cqlsh COPY FROM設定” (p. 69)「データ移行のチュートリアル」を参
照してください。

AWS CLI の使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用すると、複数の AWS の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。AmazonKeyspaces では、AWS CLIテーブルの作
成など、データ定義言語 (DDL) オペレーションに使用します。さらに、インフラストラクチャをコード
（iaC）サービスおよび次のようなツールとして使用できます。AWS CloudFormationと Terraform.
を使用する前に、AWS CLIAmazon Keyspaces では、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを取
得する必要があります。詳細については、「the section called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19)」
を参照してください。
「」の Amazon Keyspaces で使用できるすべてのコマンドの完全な一覧については、AWS CLI「」を参照
してください。AWS CLIコマンドリファレンス。
トピック
• AWS CLI のダウンロードと設定 (p. 30)
• の使用AWS CLIAmazon Keyspaces で (p. 30)
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AWS CLI のダウンロードと設定
-AWS CLIはで使用可能にhttp://aws.amazon.com/cli。Windows、macOS、または Linux 上で実行できま
す。ダウンロード後AWS CLIで、以下の手順に従って、インストールと設定を行います。
1. に移動します。AWS Command Line Interfaceユーザーガイド
2. 「」の指示に従って、インストール:AWS CLIそして設定:AWS CLI

の使用AWS CLIAmazon Keyspaces で
コマンドラインの形式は、Amazon Keyspaces オペレーション名と、それに続くそのオペレーションのパ
ラメータで構成されます。AWS CLI では、パラメータ値の短縮構文および JSON をサポートしています。
次の Amazon Keyspaces 例では、AWS CLI短縮形構文。詳細については、次を参照してください。を使用
した短縮構文の使用AWSCLI。
以下のコマンドはというキースペースを作成します。カタログ。
aws keyspaces create-keyspace --keyspace-name 'catalog'

このコマンドは、リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を出力に返します。
{
}

"resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111222333444:/keyspace/catalog/"

キースペースを確認するにはカタログが存在する場合は、次のコマンドを使用できます。
aws keyspaces get-keyspace --keyspace-name 'catalog'

コマンドの出力は、次の値を返します。
{
}

"keyspaceName": "catalog",
"resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111222333444:/keyspace/catalog/"

次のコマンドは、というテーブルを作成します。book_wards。テーブルのパーティションキーは、列で構
成されます。yearそしてawardクラスタリングキーは、列で構成されます。categoryそしてrankでは、
両方のクラスタリング列は昇順のソート順を使用します。(読みやすくするために、このセクションの長い
コマンドは、複数の行に分かれています)。
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'book_awards'
--schema-definition 'allColumns=[{name=year,type=int},{name=award,type=text},
{name=rank,type=int},
{name=category,type=text}, {name=author,type=text},{name=book_title,type=text},
{name=publisher,type=text}],
partitionKeys=[{name=year},
{name=award}],clusteringKeys=[{name=category,orderBy=ASC},{name=rank,orderBy=ASC}]'

このコマンドでは、次の出力が生成されます。
{

"resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111222333444:/keyspace/catalog/table/
book_awards"
}
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テーブルのメタデータとプロパティを確認するには、次のコマンドを使用します。
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'book_awards'

このコマンドは、次の出力を返します。
{

"keyspaceName": "catalog",
"tableName": "book_awards",
"resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111222333444:/keyspace/catalog/table/
book_awards",
"creationTimestamp": 1645564368.628,
"status": "ACTIVE",
"schemaDefinition": {
"allColumns": [
{
"name": "year",
"type": "int"
},
{
"name": "award",
"type": "text"
},
{
"name": "category",
"type": "text"
},
{
"name": "rank",
"type": "int"
},
{
"name": "author",
"type": "text"
},
{
"name": "book_title",
"type": "text"
},
{
"name": "publisher",
"type": "text"
}
],
"partitionKeys": [
{
"name": "year"
},
{
"name": "award"
}
],
"clusteringKeys": [
{
"name": "category",
"orderBy": "ASC"
},
{
"name": "rank",
"orderBy": "ASC"
}
],
"staticColumns": []
},
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}

"capacitySpecification": {
"throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
"lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": 1645564368.628
},
"encryptionSpecification": {
"type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
},
"pointInTimeRecovery": {
"status": "DISABLED"
},
"ttl": {
"status": "ENABLED"
},
"defaultTimeToLive": 0,
"comment": {
"message": ""
}

複雑なスキーマを持つテーブルを作成する場合は、JSON ファイルからテーブルのスキーマ定義を読み
込むと便利です。この例を次に示します。スキーマ定義の例 JSON ファイルをからダウンロードしま
す。schema_definition.zipと抽出schema_definition.jsonで、ファイルへのパスを書き留めます。こ
の例では、スキーマ定義 JSON ファイルは現在のディレクトリにあります。さまざまなファイルパスオプ
ションについては、を参照してください。ファイルからパラメータをロードする方法。
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog'
--table-name 'book_awards' --schema-definition 'file://schema_definition.json'

以下のサンプルは、という単純なテーブルを作成する方法を示しています。MyTable追加オプション付
き。読みやすさを向上させるために、コマンドは別々の行に分割されることに注意してください。このコ
マンドは、テーブルの作成方法と、次のものを示しています。
• テーブルの容量モードを設定する
• テーブルのポイントインタイムリカバリを有効にします。
• テーブルのデフォルト有効期限 (TTL) 値を 1 年に設定します。
• テーブルに 2 つのタグを追加する

aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'myTable'
--schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=name,type=text},
{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
--capacity-specification
'throughputMode=PROVISIONED,readCapacityUnits=5,writeCapacityUnits=5'
--point-in-time-recovery 'status=ENABLED'
--default-time-to-live '31536000'
--tags 'key=env,value=test' 'key=dpt,value=sec'

この例では、暗号化にカスタマーマネージドキーが使用され、TTL を有効にして、列と行の有効期限を
設定できる新しいテーブルを作成する方法を示します。このサンプルを実行するには、カスタマーマネー
ジドのリソースの ARN を置き換える必要があります。AWS KMS独自のキーでキーを設定し、Amazon
Keyspaces がそれにアクセスできることを確認します。
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'myTable'
--schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=name,type=text},
{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
--encryption-specification
'type=CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY,kmsKeyIdentifier=arn:aws:kms:useast-1:111222333444:key/11111111-2222-3333-4444-555555555555'
--ttl 'status=ENABLED'
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API の使用
♪AWSSDK とAWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して Amazon Keyspaces をインタラクティ
ブに操作できます。API は、キースペースやテーブルの作成など、データ言語定義 (DDL) オペレーション
に使用できます。さらに、インフラストラクチャをコード（iaC）サービスおよび次のようなツールとして
使用できます。AWS CloudFormationとTerraform。
を使用するにはAWS CLIAmazon Keyspaces では、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを取得
する必要があります。詳細については、「the section called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19)」を
参照してください。
API の Amazon Keyspaces で使用できるすべてのオペレーションの完全な一覧については、を参照してく
ださい。Amazon Keyspaces API リファレンス。

Cassandra クライアントドライバーを使用した
Amazon Keyspaces へのプログラムアクセス
Amazon Keyspaces への接続には、サードパーティー製の多数のオープンソース Cassandra ドライバーを
使用できます。Amazon Keyspaces は、Apache Cassandra バージョン 3.11.2 に対応している Cassandra
ドライバーと互換性があります。Cassandra ドライバーの詳細については、「Apache Cassandra Client
drivers」(Apache Cassandra クライアントドライバー) を参照してください。

Note
円滑に使用を開始するために、一般的なドライバーを使用して Amazon Keyspaces end-to-end へ
の接続を確立するコード例を確認してダウンロードすることができます。の Amazon Keyspaces
例を参照してください GitHub。
この章のチュートリアルには、Amazon Keyspaces への接続が正常に確立されたことを確認するための簡
易 CQL クエリが含まれています。Amazon Keyspaces エンドポイントへの接続後にキースペースとテー
ブルを操作する方法については、「CQL 言語リファレンス (p. 254)」を参照してください。
トピック
• Cassandra Java クライアントドライバーを使用した Amazon Keyspaces へのプログラムアクセ
ス (p. 33)
• Cassandra Python クライアントドライバーを使用した Amazon Keyspaces へのプログラムアクセ
ス (p. 41)
• Cassandra Node.js クライアントドライバーを使用した Amazon Keyspaces へのプログラムアクセ
ス (p. 43)
• Cassandra .NET Core クライアントドライバーを使用した Amazon Keyspaces へのプログラムアクセ
ス (p. 46)
• Cassandra Go クライアントドライバーを使用した Amazon Keyspaces へのプログラムアクセ
ス (p. 47)
• Cassandra Perl クライアントドライバーを使用した Amazon Keyspaces へのプログラムアクセ
ス (p. 51)

Cassandra Java クライアントドライバーを使用した Amazon
Keyspaces へのプログラムアクセス
このセクションでは、Java クライアントドライバーを使用して Amazon Keyspaces に接続する方法につ
いて説明します。Amazon Keyspaces リソースへのプログラムアクセスに必要な認証情報を、ユーザーと
アプリケーションに提供するには、次のいずれかを実行します。
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• 特定の AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーに関連付けられたサービス固有の認証情報
を作成します。
• セキュリティを強化するために、すべての AWS サービスで使用できる、IAM ユーザーまたはロールの
IAM アクセスキーを作成することをお勧めします。Cassandra クライアントドライバー用の Amazon
Keyspaces SigV4 認証プラグインを使用すると、ユーザー名とパスワードではなく IAM アクセスキー
を使用して Amazon Keyspaces のコールの認証を行うことができます。詳細については、「the section
called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19)」を参照してください。

Note
Spring Boot で Amazon Keyspaces を使用する方法の例については、「https://github.com/awssamples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/java/datastax-v4/spring」を参照してください。
トピック
• 開始する前に (p. 34)
• サービス固有の認証情報を使用して Apache Cassandra 用の DataStax Java ドライバーで Amazon
Keyspacestep-by-step に接続するためのチュートリアル (p. 35)
• Apache Cassandra 用 4.xtep-by-step DataStax (p. 37)
• Apache Cassandra 用 3.x DataStax (p. 39)

開始する前に
Amazon Keyspaces への接続を開始する前に、以下のタスクを行う必要があります。
1.

Amazon Keyspaces では、クライアントとの安全な接続を確保するために Transport Layer Security
(TLS) を使用する必要があります。
a.

次のコマンドを使用して Starfield デジタル証明書をダウンロードし、sf-class2-root.crt を
ローカルまたはホームディレクトリ内に保存します。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Note
Amazon デジタル証明書を使用して Amazon Keyspaces に接続することもできます。ク
ライアントが Amazon Keyspaces に正常に接続されている場合は、引き続き Amazon
Keyspaces に接続できます。Starfield 証明書は、古い認定権限を使用しているクライア
ントに対して追加の下位互換性を提供するものです。
b.

Starfield デジタル証明書を trustStore ファイルに変換します。
openssl x509 -outform der -in sf-class2-root.crt -out temp_file.der
keytool -import -alias cassandra -keystore cassandra_truststore.jks -file
temp_file.der

このステップでは、キーストアのパスワードを作成し、この証明書を信頼する必要があります。
対話型コマンドは次のようになります。
Enter keystore password:
Re-enter new password:
Owner: OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies,
Inc.", C=US
Issuer: OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies,
Inc.", C=US
Serial number: 0
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Valid from: Tue Jun 29 17:39:16 UTC 2004 until: Thu Jun 29 17:39:16 UTC 2034
Certificate fingerprints:
MD5: 32:4A:4B:BB:C8:63:69:9B:BE:74:9A:C6:DD:1D:46:24
SHA1: AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A
SHA256:
14:65:FA:20:53:97:B8:76:FA:A6:F0:A9:95:8E:55:90:E4:0F:CC:7F:AA:4F:B7:C2:C8:67:75:21:FB:5F:B6:5
Signature algorithm name: SHA1withRSA
Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key
Version: 3
Extensions:
#1: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false
AuthorityKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: BF 5F B7 D1 CE DD 1F 86
F4 5B 55 AC DC D7 10 C2 ._.......[U.....
0010: 0E A9 88 E7
....
]
[OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies, Inc.",
C=US]
SerialNumber: [
00]
]
#2: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=false
BasicConstraints:[
CA:true
PathLen:2147483647
]
#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: BF 5F B7 D1 CE DD 1F 86
F4 5B 55 AC DC D7 10 C2 ._.......[U.....
0010: 0E A9 88 E7
....
]
]
Trust this certificate? [no]: y

2.

JVM 引数に TrustStore ファイルをアタッチします。
-Djavax.net.ssl.trustStore=path_to_file/cassandra_truststore.jks
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=my_password

サービス固有の認証情報を使用して Apache Cassandra 用の DataStax Java ドラ
イバーで Amazon Keyspacestep-by-step に接続するためのチュートリアル
step-by-step 次のチュートリアルでは、サービス固有の認証情報を使用して Cassandra 用の Java ドライ
バーで Amazon Keyspaces に接続する手順を説明します。具体的には、Apache Cassandra 用の DataStax
Java ドライバーのバージョン 4.0 を使用します。
トピック
• ステップ 1: 前提条件 (p. 35)
• ステップ 2: ドライバーを設定する (p. 36)
• ステップ 3: サンプルアプリケーションを実行する (p. 37)

ステップ 1: 前提条件
このチュートリアルに従って作業を行うには、サービス固有の認証情報を生成し、Apache Cassandra
DataStax 用の Java ドライバーを Java プロジェクトに追加しておく必要があります。
• 「the section called “サービス固有の認証情報” (p. 17)」の手順を完了することで、Amazon
Keyspaces IAM ユーザー向けにサービス固有の認証情報を生成します。認証に IAM アクセスキーを使用
する場合は、「the section called “Java 4.x の認証プラグイン” (p. 37)」を参照してください。
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• DataStax Apache Cassandra 用の Java ドライバーを Java プロジェクトに追加します。Apache
Cassandra 3.11.2 に対応しているドライバーバージョンを使用していることを確認します。詳細につい
ては、「DataStax Java driver for Apache Cassandra documentation」(Apache Cassandra 用 Java ドラ
イバーのドキュメント) を参照してください。

ステップ 2: ドライバーを設定する
アプリケーション用の設定ファイルを作成すれば、 DataStax Java Cassandra ドライバーの設定を指定
できます。この設定ファイルは、デフォルト設定をオーバーライドし、ポート 9142 を使用して Amazon
Keyspaces サービスエンドポイントに接続するようにドライバーに指示を与えます。利用可能なサービス
エンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイント” (p. 24)」を参照し
てください。
設定ファイルを作成し、アプリケーションのリソースフォルダ (例: src/main/resources/
application.conf) に保存します。application.conf を開き、次の設定を追加します。
1.

認証プロバイダ — PlainTextAuthProvider クラスを使用して認証プロバイダを作成しま
す。ServiceUserNameServicePasswordの手順に従ってサービス固有の認証情報を生成したとき
に取得したユーザー名とパスワードと一致している必要がありますサービス固有の認証情報を生成す
る (p. 17)。

Note
短期の認証情報を使用するには、ドライバー設定ファイルの認証情報をハードコードする代
わりに、Apache Cassandra 用 DataStax Java ドライバーの認証プラグインを使用します。
詳細を把握するには、「the section called “Java 4.x の認証プラグイン” (p. 37)」の指示に
従ってください。
2.

ローカルデータセンター — local-datacenter の値を、接続先のリージョンに設定します。例
えば、アプリケーションを cassandra.us-east-2.amazonaws.com に接続する場合は、ローカ
ルデータセンターを us-east-2 に設定します。すべての利用可能な AWS リージョン については
「??? (p. 24)」を参照してください。。slow-replica-avoidance = falseより少ないノード
に対して負荷分散を行うように設定します。

3.

SSL/TLS — を使用してクラスを指定する設定ファイル (1 行が含まれている) に、セクションを追
加して、EngineFactory SSL を初期化しますclass = DefaultSslEngineFactory。trustStore
ファイルへのパスと、以前に作成したパスワードを提供します。Amazon Keyspaceshostnamevalidation はピアをサポートしていないため、このオプションを false に設定してください。

datastax-java-driver {
basic.contact-points = [ "cassandra.us-east-2.amazonaws.com:9142"]
advanced.auth-provider{
class = PlainTextAuthProvider
username = "ServiceUserName"
password = "ServicePassword"
}
basic.load-balancing-policy {
local-datacenter = "us-east-2"
slow-replica-avoidance = false
}

}

advanced.ssl-engine-factory {
class = DefaultSslEngineFactory
truststore-path = "./src/main/resources/cassandra_truststore.jks"
truststore-password = "my_password"
hostname-validation = false
}
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Note
trustStore へのパスを設定ファイル追加する代わりに、trustStore パスをアプリケーションコード
直接追加することも、trustStore へのパスを JVM 引数に追加することもできます。

ステップ 3: サンプルアプリケーションを実行する
このコード例は、先ほど作成した設定ファイルを使用して Amazon Keyspaces への接続プールを作成する
単純なコマンドラインアプリケーションを示しています。これは、単純なクエリを実行することで、接続
が確立されたことを確認するものです。
package <your package>;
// add the following imports to your project
import com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession;
import com.datastax.oss.driver.api.core.config.DriverConfigLoader;
import com.datastax.oss.driver.api.core.cql.ResultSet;
import com.datastax.oss.driver.api.core.cql.Row;
public class App
{
public static void main( String[] args )
{
//Use DriverConfigLoader to load your configuration file
DriverConfigLoader loader = DriverConfigLoader.fromClasspath("application.conf");
try (CqlSession session = CqlSession.builder()
.withConfigLoader(loader)
.build()) {

}

}

}

ResultSet rs = session.execute("select * from system_schema.keyspaces");
Row row = rs.one();
System.out.println(row.getString("keyspace_name"));

Note
try ブロックを使用して接続を確立し、その接続が常に閉じていることを確認します。try ブ
ロックを使用しない場合は、リソースの漏洩を防ぐために必ず接続を閉じてください。

Apache Cassandra 用 4.xtep-by-step DataStax
次のセクションでは、Apache Cassandra 用オープンソース 4.x DataStax GitHubこのプラグインはリポジ
トリから入手できます。
この SigV4 認証プラグインを使用すると、Amazon Keyspaces に接続するときに、ユーザーまたはロール
の IAM 認証情報を使用できます。このプラグインは、ユーザー名とパスワードを要求する代わりに、アク
セスキーを使用して API リクエストに署名します。詳細については、「the section called “AWS 認証用の
IAM 認証情報” (p. 19)」を参照してください。

ステップ 1: 前提条件
このチュートリアルを実行するには、次のタスクを完了する必要があります。
• まだ完了していない場合は、the section called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19) のステップに
従って IAM ユーザーまたはロールの認証情報を作成します。このチュートリアルでは、アクセスキーが
環境変数として保存されることを前提としています。詳細については、「the section called “アクセス
キーを管理する方法” (p. 22)」を参照してください。
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• DataStax Apache Cassandra 用の Java ドライバーを Java プロジェクトに追加します。Apache
Cassandra 3.11.2 に対応しているドライバーバージョンを使用していることを確認します。詳細につい
ては、「DataStax Java Driver for Apache Cassandra documentation」(Apache Cassandra 用 Java ドラ
イバーのドキュメント) を参照してください。
• 認証プラグインをアプリケーションに追加します。認証プラグインは、Apache Cassandra 用の
DataStax Java ドライバーのバージョン 4.x Apache Maven を使用している場合、または Maven の依存
関係を使用できるビルドシステムを使用している場合は、次の依存関係を pom.xml ファイルに追加し
ます。

Important
GitHub プラグインのバージョンをリポジトリに示されているように、最新バージョンに置き換
えます。
<dependency>
<groupId>software.aws.mcs</groupId>
<artifactId>aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin</artifactId>
<version>4.0.5</version>
</dependency>

ステップ 2: ドライバーを設定する
アプリケーション用の設定ファイルを作成すれば、 DataStax Java Cassandra ドライバーの設定を指定
できます。この設定ファイルは、デフォルト設定をオーバーライドし、ポート 9142 を使用して Amazon
Keyspaces サービスエンドポイントに接続するようにドライバーに指示を与えます。利用可能なサービス
エンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイント” (p. 24)」を参照し
てください。
設定ファイルを作成し、アプリケーションのリソースフォルダ (例: src/main/resources/
application.conf) に保存します。application.conf を開き、次の設定を追加します。
1.

認証プロバイダ — advanced.auth-provider.class を
software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider の新しいインスタンスに設定しま
す。SigV4AuthProvider は、SigV4 認証を実行するためのプラグインによって提供される認証ハンド
ラです。

2.

ローカルデータセンター — local-datacenter の値を、接続先のリージョンに設定します。例
えば、アプリケーションを cassandra.us-east-2.amazonaws.com に接続する場合は、ローカ
ルデータセンターを us-east-2 に設定します。すべての利用可能な AWS リージョン については
「??? (p. 24)」を参照してください。。slow-replica-avoidance = falseより少ないノード
に対して負荷分散を行うように設定します。

3.

SSL/TLS — を使用してクラスを指定する設定ファイル (1 行が含まれている) に、セクションを追
加して、EngineFactory SSL を初期化しますclass = DefaultSslEngineFactory。trustStore
ファイルへのパスと、以前に作成したパスワードを提供します。Amazon Keyspaceshostnamevalidation はピアをサポートしていないため、このオプションを false に設定してください。

datastax-java-driver {
basic.contact-points = ["cassandra.us-east-2.amazonaws.com:9142"]
basic.load-balancing-policy {
class = DefaultLoadBalancingPolicy
local-datacenter = us-east-2
slow-replica-avoidance = false
}
advanced {
auth-provider = {
class = software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider
aws-region = us-east-2
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}

}

}
ssl-engine-factory {
class = DefaultSslEngineFactory
truststore-path = "./src/main/resources/cassandra_truststore.jks"
truststore-password = "my_password"
hostname-validation = false
}

Note
trustStore へのパスを設定ファイル追加する代わりに、trustStore パスをアプリケーションコード
直接追加することも、trustStore へのパスを JVM 引数に追加することもできます。

ステップ 3: アプリケーションを実行する
このコード例は、先ほど作成した設定ファイルを使用して Amazon Keyspaces への接続プールを作成する
単純なコマンドラインアプリケーションを示しています。これは、単純なクエリを実行することで、接続
が確立されたことを確認するものです。
package <your package>;
// add the following imports to your project
import com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession;
import com.datastax.oss.driver.api.core.config.DriverConfigLoader;
import com.datastax.oss.driver.api.core.cql.ResultSet;
import com.datastax.oss.driver.api.core.cql.Row;
public class App
{
public static void main( String[] args )
{
//Use DriverConfigLoader to load your configuration file
DriverConfigLoader loader = DriverConfigLoader.fromClasspath("application.conf");
try (CqlSession session = CqlSession.builder()
.withConfigLoader(loader)
.build()) {

}

}

}

ResultSet rs = session.execute("select * from system_schema.keyspaces");
Row row = rs.one();
System.out.println(row.getString("keyspace_name"));

Note
try ブロックを使用して接続を確立し、その接続が常に閉じていることを確認します。try ブ
ロックを使用しない場合は、リソースの漏洩を防ぐために必ず接続を閉じてください。

Apache Cassandra 用 3.x DataStax
次のセクションでは、Apache Cassandra 用 3.x DataStax GitHub このプラグインはリポジトリから入手で
きます。
SigV4 認証プラグインを使用すると、Amazon Keyspaces に接続するときに、ユーザーとロールの IAM 認
証情報を使用できます。このプラグインは、ユーザー名とパスワードを要求する代わりに、アクセスキー
を使用して API リクエストに署名します。詳細については、「the section called “AWS 認証用の IAM 認証
情報” (p. 19)」を参照してください。
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ステップ 1: 前提条件
このコードサンプルを実行するには、まず以下のタスクを完了する必要があります。
• 「the section called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19)」の手順に従って、IAM ユーザーまた
はロールの認証情報を作成します。このチュートリアルでは、アクセスキーが環境変数として保存
されることを前提としています。詳細については、「the section called “アクセスキーを管理する方
法” (p. 22)」を参照してください。
• the section called “開始する前に” (p. 34) のステップに従って Starfield デジタル証明書をダウンロー
ドし、それを trustStore ファイルに変換して、JVM 引数の trustStore ファイルをアプリケーションにア
タッチします。
• DataStax Apache Cassandra 用の Java ドライバーを Java プロジェクトに追加します。Apache
Cassandra 3.11.2 に対応しているドライバーバージョンを使用していることを確認します。詳細につい
ては、「DataStax Java Driver for Apache Cassandra documentation」(Apache Cassandra 用 Java ドラ
イバーのドキュメント) を参照してください。
• 認証プラグインをアプリケーションに追加します。認証プラグインは、Apache Cassandra 用の
DataStax Java ドライバーのバージョン 3.x Apache Maven を使用している場合、または Maven の依存
関係を使用できるビルドシステムを使用している場合は、次の依存関係を pom.xml ファイルに追加し
ます。GitHub プラグインのバージョンをリポジトリに示されているように、最新バージョンに置き換え
ます。
<dependency>
<groupId>software.aws.mcs</groupId>
<artifactId>aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin_3</artifactId>
<version>3.0.3</version>
</dependency>

ステップ 2: アプリケーションを実行する
このコード例は、Amazon Keyspaces への接続プールを作成する単純なコマンドラインアプリケーション
を示しています。これは、単純なクエリを実行することで、接続が確立されたことを確認するものです。
package <your package>;
// add the following imports to your project
import
import
import
import
import

software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider;
com.datastax.driver.core.Cluster;
com.datastax.driver.core.ResultSet;
com.datastax.driver.core.Row;
com.datastax.driver.core.Session;

public class App
{
public static void main( String[] args )
{
String endPoint = "cassandra.us-east-2.amazonaws.com";
int portNumber = 9142;
Session session = Cluster.builder()
.addContactPoint(endPoint)
.withPort(portNumber)
.withAuthProvider(new SigV4AuthProvider("us-east-2"))
.withSSL()
.build()
.connect();
ResultSet rs = session.execute("select * from system_schema.keyspaces");
Row row = rs.one();
System.out.println(row.getString("keyspace_name"));
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}

}

使用に関する注意事項:
利用可能なエンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。
Amazon Keyspaces を使用する際の Java ドライバーのポリシー、例、およびベストプラクティスについ
ては、次のリポジトリを参照してくださいhttps://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-java-driverhelpers。

Cassandra Python クライアントドライバーを使用した Amazon
Keyspaces へのプログラムアクセス
このセクションでは、Python クライアントドライバーを使用して Amazon Keyspaces に接続する方法に
ついて説明します。Amazon Keyspaces リソースへのプログラムアクセスに必要な認証情報を、ユーザー
とアプリケーションに提供するには、次のいずれかを実行します。
• 特定の AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーに関連付けられたサービス固有の認証情報
を作成します。
• セキュリティを強化するために、すべての AWS サービスで使用できる、IAM ユーザーまたはロールの
IAM アクセスキーを作成することをお勧めします。Cassandra クライアントドライバー用の Amazon
Keyspaces SigV4 認証プラグインを使用すると、ユーザー名とパスワードではなく IAM アクセスキー
を使用して Amazon Keyspaces のコールの認証を行うことができます。詳細については、「the section
called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19)」を参照してください。
トピック
• 開始する前に (p. 41)
• Apache Cassandra 用の Python ドライバーとサービス固有の認証情報を使用して Amazon Keyspaces
に接続する (p. 42)
• Apache Cassandra 用の DataStax Python ドライバーと SigV4 認証プラグインを使用して Amazon
Keyspaces Connect する (p. 42)

開始する前に
開始する前に、次のタスクを完了する必要があります。
Amazon Keyspaces では、クライアントとの安全な接続を確保するために Transport Layer Security (TLS)
を使用する必要があります。TLS を使用して Amazon Keyspaces に接続するには、Amazon デジタル証明
書をダウンロードし、TLS を使用するように Python ドライバーを設定する必要があります。
次のコマンドを使用して Starfield デジタル証明書をダウンロードし、sf-class2-root.crt をローカル
またはホームディレクトリ内に保存します。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Note
Amazon デジタル証明書を使用して Amazon Keyspaces に接続することもできます。クライアン
トが Amazon Keyspaces に正常に接続されている場合は、引き続き Amazon Keyspaces に接続
できます。Starfield 証明書は、古い認定権限を使用しているクライアントに対して追加の下位互
換性を提供するものです。
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curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Apache Cassandra 用の Python ドライバーとサービス固有の認証情報を使用して
Amazon Keyspaces に接続する
次のコード例では、Python クライアントドライバーとサービス固有の認証情報を使用して Amazon
Keyspaces に接続する方法を示します。
from cassandra.cluster import Cluster
from ssl import SSLContext, PROTOCOL_TLSv1_2 , CERT_REQUIRED
from cassandra.auth import PlainTextAuthProvider
ssl_context = SSLContext(PROTOCOL_TLSv1_2 )
ssl_context.load_verify_locations('path_to_file/sf-class2-root.crt')
ssl_context.verify_mode = CERT_REQUIRED
auth_provider = PlainTextAuthProvider(username='ServiceUserName',
password='ServicePassword')
cluster = Cluster(['cassandra.us-east-2.amazonaws.com'], ssl_context=ssl_context,
auth_provider=auth_provider, port=9142)
session = cluster.connect()
r = session.execute('select * from system_schema.keyspaces')
print(r.current_rows)

使用に関する注意事項:
1. "path_to_file/sf-class2-root.crt" を、最初のステップで保存した証明書へのパスに置き換え
てください。
2. ServiceUserNameとが、ServicePasswordの手順に従ってサービス固有の認証情報を生成したとき
に取得したユーザ名とパスワードと一致していることを確認しますサービス固有の認証情報を生成す
る (p. 17)。
3. 利用可能なエンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。

Apache Cassandra 用の DataStax Python ドライバーと SigV4 認証プラグインを
使用して Amazon Keyspaces Connect する
次のセクションでは、Apache Cassandra 用オープンソース DataStax Python ドライバーの SigV4 認証プ
ラグインを使用して、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) にアクセスする方法を示します。
まだ完了していない場合は、the section called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19) のステップに従っ
て IAM ロールの認証情報の作成を開始します。このチュートリアルでは、IAM ロールを必要とする一時
認証情報を使用します。一時認証情報の詳細については、「the section called “一時認証情報を使用した
Amazon Keyspaces への接続” (p. 23)」を参照してください。
次に、Python SigV4 GitHub 認証プラグインをリポジトリから環境に追加します。
pip install cassandra-sigv4

次のコード例では、Cassandra 用オープンソース DataStax Python ドライバーと SigV4 認証プラグイン
を使用して Amazon Keyspaces に接続する方法を示します。このプラグインは、AWS SDK for Python
(Boto3) に依存します。boto3.session を使用して一時認証情報を取得します。
from cassandra.cluster import Cluster
from ssl import SSLContext, PROTOCOL_TLSv1_2 , CERT_REQUIRED
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from cassandra.auth import PlainTextAuthProvider
import boto3
from cassandra_sigv4.auth import SigV4AuthProvider
ssl_context = SSLContext(PROTOCOL_TLSv1_2)
ssl_context.load_verify_locations('path_to_file/sf-class2-root.crt')
ssl_context.verify_mode = CERT_REQUIRED
# use this if you want to use Boto to set the session parameters.
boto_session = boto3.Session(aws_access_key_id="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
aws_secret_access_key="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
aws_session_token="AQoDYXdzEJr...<remainder of token>",
region_name="us-east-2")
auth_provider = SigV4AuthProvider(boto_session)
# Use this instead of the above line if you want to use the Default Credentials and not
bother with a session.
# auth_provider = SigV4AuthProvider()
cluster = Cluster(['cassandra.us-east-2.amazonaws.com'], ssl_context=ssl_context,
auth_provider=auth_provider,
port=9142)
session = cluster.connect()
r = session.execute('select * from system_schema.keyspaces')
print(r.current_rows)

使用に関する注意事項:
1. "path_to_file/sf-class2-root.crt" を、最初のステップで保存した証明書へのパスに置き換え
てください。
2. aws_access_key_id、aws_secret_access_key、aws_session_token が、boto3.session を
使用して入手した Access Key、Secret Access Key、Session Token に一致していることを確
認します。詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の「Credentials」(認証情報) を参照してくだ
さい。
3. 利用可能なエンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。

Cassandra Node.js クライアントドライバーを使用した Amazon
Keyspaces へのプログラムアクセス
このセクションでは、Node.js クライアントドライバーを使用して Amazon Keyspaces に接続する方法を
説明します。Amazon Keyspaces リソースへのプログラムアクセスに必要な認証情報を、ユーザーとアプ
リケーションに提供するには、次のいずれかを実行します。
• 特定の AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーに関連付けられたサービス固有の認証情報
を作成します。
• セキュリティを強化するために、すべての AWS サービスで使用できる、IAM ユーザーまたはロールの
IAM アクセスキーを作成することをお勧めします。Cassandra クライアントドライバー用の Amazon
Keyspaces SigV4 認証プラグインを使用すると、ユーザー名とパスワードではなく IAM アクセスキー
を使用して Amazon Keyspaces のコールの認証を行うことができます。詳細については、「the section
called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19)」を参照してください。
トピック
• 開始する前に (p. 44)
• Apache Cassandra 用の Node.js DataStax ドライバーとサービス固有の認証情報を使用して Amazon
Keyspaces Connect する (p. 44)
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• Apache Cassandra 用の DataStax Node.js ドライバーと SigV4 認証プラグインを使用して Amazon
Keyspaces Connect する (p. 45)

開始する前に
開始する前に、次のタスクを完了する必要があります。
Amazon Keyspaces では、クライアントとの安全な接続を確保するために Transport Layer Security (TLS)
を使用する必要があります。TLS を使用して Amazon Keyspaces に接続するには、Amazon デジタル証明
書をダウンロードし、TLS を使用するように Python ドライバーを設定する必要があります。
次のコマンドを使用して Starfield デジタル証明書をダウンロードし、sf-class2-root.crt をローカル
またはホームディレクトリ内に保存します。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Note
Amazon デジタル証明書を使用して Amazon Keyspaces に接続することもできます。クライアン
トが Amazon Keyspaces に正常に接続されている場合は、引き続き Amazon Keyspaces に接続
できます。Starfield 証明書は、古い認定権限を使用しているクライアントに対して追加の下位互
換性を提供するものです。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Apache Cassandra 用の Node.js DataStax ドライバーとサービス固有の認証情報
を使用して Amazon Keyspaces Connect する
TLS に Starfield デジタル証明書を使用し、認証にサービス固有の認証情報を使用するようにドライバーを
設定します。例:
const cassandra = require('cassandra-driver');
const fs = require('fs');
const auth = new cassandra.auth.PlainTextAuthProvider('ServiceUserName',
'ServicePassword');
const sslOptions1 = {
ca: [
fs.readFileSync('path_to_file/sf-class2-root.crt', 'utf-8')],
host: 'cassandra.us-west-2.amazonaws.com',
rejectUnauthorized: true
};
const client = new cassandra.Client({
contactPoints: ['cassandra.us-west-2.amazonaws.com'],
localDataCenter: 'us-west-2',
authProvider: auth,
sslOptions: sslOptions1,
protocolOptions: { port: 9142 }
});
const query = 'SELECT * FROM system_schema.keyspaces';
client.execute(query)
.then( result => console.log('Row from Keyspaces %s', result.rows[0]))
.catch( e=> console.log(`${e}`));

使用に関する注意事項:
1. "path_to_file/sf-class2-root.crt" を、最初のステップで保存した証明書へのパスに置き換え
てください。
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2. ServiceUserNameとが、ServicePasswordの手順に従ってサービス固有の認証情報を生成したとき
に取得したユーザ名とパスワードと一致していることを確認しますサービス固有の認証情報を生成す
る (p. 17)。
3. 利用可能なエンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。

Apache Cassandra 用の DataStax Node.js ドライバーと SigV4 認証プラグインを
使用して Amazon Keyspaces Connect する
次のセクションでは、Apache Cassandra 用オープンソース DataStax Node.js ドライバーの SigV4 認証プ
ラグインを使用して、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) にアクセスする方法を示します。
まだ完了していない場合は、the section called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19) のステップに従っ
て IAM ユーザーまたはロールの認証情報を作成します。
Node.js SigV4 認証プラグインをGitHub リポジトリからアプリケーションに追加します。このプラグイ
ンは、Cassandra 用の DataStaxAWS Node.js ドライバーのバージョン 4.x Node.js 認証情報の取得には
AWSCredentialsProvider が使用されます。
$ npm install aws-sigv4-auth-cassandra-plugin --save

次のコード例で、SigV4AuthProvider のリージョン固有のインスタンスを認証プロバイダーとして設定
する方法について説明します。
const cassandra = require('cassandra-driver');
const fs = require('fs');
const sigV4 = require('aws-sigv4-auth-cassandra-plugin');
const auth = new sigV4.SigV4AuthProvider({
region: 'us-west-2',
accessKeyId:'AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
secretAccessKey: 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY'});
const sslOptions1 = {
ca: [
fs.readFileSync('path_to_filecassandra/sf-class2-root.crt', 'utf-8')],
host: 'cassandra.us-west-2.amazonaws.com',
rejectUnauthorized: true
};
const client = new cassandra.Client({
contactPoints: ['cassandra.us-west-2.amazonaws.com'],
localDataCenter: 'us-west-2',
authProvider: auth,
sslOptions: sslOptions1,
protocolOptions: { port: 9142 }
});
const query = 'SELECT * FROM system_schema.keyspaces';
client.execute(query).then(
result => console.log('Row from Keyspaces %s', result.rows[0]))
.catch( e=> console.log(`${e}`));

使用に関する注意事項:
1. "path_to_file/sf-class2-root.crt" を、最初のステップで保存した証明書へのパスに置き換え
てください。
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2. accessKeyIdとが、secretAccessKeyを使用して取得したアクセスキーとシークレットアクセス
キーと一致していることを確認しますAWSCredentialsProvider。詳細については、「Node.js の
AWS SDK の Node.js での認証情報の設定 JavaScript 」 を参照してください。
3. アクセスキーをコード外に保存するには、the section called “アクセスキーを管理する方法” (p. 22)
のベストプラクティスを参照してください。
4. 利用可能なエンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。

Cassandra .NET Core クライアントドライバーを使用した
Amazon Keyspaces へのプログラムアクセス
このセクションでは、.NET Core クライアントドライバーを使用して Amazon Keyspaces に接続する方法
について説明します。セットアップ手順が環境やオペレーティングシステムによって異なるため、状況に
よっては手順の変更が必要になることがあります。Amazon Keyspaces では、クライアントとの安全な接
続を確保するために Transport Layer Security (TLS) を使用する必要があります。TLS を使用して Amazon
Keyspaces に接続するには、Starfield デジタル証明書をダウンロードし、TLS が使用されるようにドライ
バーを設定する必要があります。
1. Starfield 証明書をダウンロードしてローカルディレクトリに保存します。その際にパスを書き留めてお
いてください。以下はその使用例です PowerShell。
$client = new-object System.Net.WebClient
$client.DownloadFile("https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2root.crt","path_to_file\sf-class2-root.crt")

2. NuGet コンソールを使用して、NuGetSharpDriver から Cassandra をインストールします。
PM> Install-Package CassandraCSharpDriver

3. 次の例では、.NET Core C# コンソールプロジェクトを使用して &MCS; に接続し、クエリを実行しま
す。
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Cassandra;
System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Net.Security;
System.Runtime.ConstrainedExecution;
System.Security.Cryptography.X509Certificates;
System.Text;
System.Threading.Tasks;

namespace CSharpKeyspacesExample
{
class Program
{
public Program(){}
static void Main(string[] args)
{
X509Certificate2Collection certCollection = new
X509Certificate2Collection();
X509Certificate2 amazoncert = new X509Certificate2(@"path_to_file\sf-class2root.crt");
var userName = "ServiceUserName";
var pwd = "ServicePassword";
certCollection.Add(amazoncert);
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var awsEndpoint =

"cassandra.us-east-2.amazonaws.com" ;

var cluster = Cluster.Builder()
.AddContactPoints(awsEndpoint)
.WithPort(9142)
.WithAuthProvider(new PlainTextAuthProvider(userName, pwd))
.WithSSL(new SSLOptions().SetCertificateCollection(certCollection))
.Build();

}

}

}

var session = cluster.Connect();
var rs = session.Execute("SELECT * FROM system_schema.tables;");
foreach (var row in rs)
{
var name = row.GetValue<String>("keyspace_name");
Console.WriteLine(name);
}

使用に関する注意事項:
a. "path_to_file/sf-class2-root.crt" を、最初のステップで保存した証明書へのパスに置き換
えてください。
b. ServiceUserNameとが、ServicePasswordの手順に従ってサービス固有の認証情報を生成したと
きに取得したユーザ名とパスワードと一致していることを確認しますサービス固有の認証情報を生成
する (p. 17)。
c. 利用可能なエンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。

Cassandra Go クライアントドライバーを使用した Amazon
Keyspaces へのプログラムアクセス
このセクションでは、Go クライアントドライバーを使用して Amazon Keyspaces に接続する方法につい
て説明します。Amazon Keyspaces リソースへのプログラムアクセスに必要な認証情報を、ユーザーとア
プリケーションに提供するには、次のいずれかを実行します。
• 特定の AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーに関連付けられたサービス固有の認証情報
を作成します。
• セキュリティを強化するために、すべての AWS サービスで使用できる、IAM ユーザーとロールの
IAM アクセスキーを作成することをお勧めします。Cassandra クライアントドライバー用の Amazon
Keyspaces SigV4 認証プラグインを使用すると、ユーザー名とパスワードではなく IAM アクセスキー
を使用して Amazon Keyspaces のコールの認証を行うことができます。詳細については、「the section
called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19)」を参照してください。
トピック
• 開始する前に (p. 47)
• Apache Cassandra 用の Gocql ドライバーとサービス固有の認証情報を使用して Amazon Keyspaces
に接続する (p. 48)
• Apache Cassandra 用の Go ドライバーと SigV4 認証プラグインを使用して Amazon Keyspaces に接
続する (p. 49)

開始する前に
開始する前に、次のタスクを完了する必要があります。
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Amazon Keyspaces では、クライアントとの安全な接続を確保するために Transport Layer Security (TLS)
を使用する必要があります。TLS を使用して Amazon Keyspaces に接続するには、Amazon デジタル証明
書をダウンロードし、TLS を使用するように Python ドライバーを設定する必要があります。
次のコマンドを使用して Starfield デジタル証明書をダウンロードし、sf-class2-root.crt をローカル
またはホームディレクトリ内に保存します。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Note
Amazon デジタル証明書を使用して Amazon Keyspaces に接続することもできます。クライアン
トが Amazon Keyspaces に正常に接続されている場合は、引き続き Amazon Keyspaces に接続
できます。Starfield 証明書は、古い認定権限を使用しているクライアントに対して追加の下位互
換性を提供するものです。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Apache Cassandra 用の Gocql ドライバーとサービス固有の認証情報を使用して
Amazon Keyspaces に接続する
1. アプリケーション用の新しいディレクトリを作成します。
mkdir ./gocqlexample

2. 新しいディレクトリに移動します。
cd gocqlexample

3. アプリケーション用のファイルを作成します。
touch cqlapp.go

4. Go ドライバーをダウンロードします。
go get github.com/gocql/gocql

5. 次のサンプルコードを cqlapp.go ファイルに追加します。
package main
import (
"fmt"
"github.com/gocql/gocql"
"log"
)
func main() {
// add the Amazon Keyspaces service endpoint
cluster := gocql.NewCluster("cassandra.us-east-2.amazonaws.com")
cluster.Port=9142
// add your service specific credentials
cluster.Authenticator = gocql.PasswordAuthenticator{
Username: "ServiceUserName",
Password: "ServicePassword"}
// provide the path to the sf-class2-root.crt
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cluster.SslOpts = &gocql.SslOptions{
CaPath: "path_to_file/sf-class2-root.crt",
EnableHostVerification: false,
}
// Override default Consistency to LocalQuorum
cluster.Consistency = gocql.LocalQuorum
cluster.DisableInitialHostLookup = false
session, err := cluster.CreateSession()
if err != nil {
fmt.Println("err>", err)
}
defer session.Close()

}

// run a sample query from the system keyspace
var text string
iter := session.Query("SELECT keyspace_name FROM system_schema.tables;").Iter()
for iter.Scan(&text) {
fmt.Println("keyspace_name:", text)
}
if err := iter.Close(); err != nil {
log.Fatal(err)
}
session.Close()

使用に関する注意事項:
a. "path_to_file/sf-class2-root.crt" を、最初のステップで保存した証明書へのパスに置き換
えてください。
b. ServiceUserNameとが、ServicePasswordの手順に従ってサービス固有の認証情報を生成したと
きに取得したユーザ名とパスワードと一致していることを確認しますサービス固有の認証情報を生成
する (p. 17)。
c. 利用可能なエンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。
6. プログラムを構築します。
go build cqlapp.go

7. プログラムを実行します。
./cqlapp

Apache Cassandra 用の Go ドライバーと SigV4 認証プラグインを使用して
Amazon Keyspaces に接続する
次のコードサンプルで、Apache Cassandra 用オープンソース Go ドライバーの SigV4 認証プラグインを
使用して、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) にアクセスする方法を示します。
まだ完了していない場合は、the section called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19) のステップに従っ
て IAM ユーザーまたはロールの認証情報を作成します。
Go SigV4 認証プラグインをGitHub リポジトリからアプリケーションに追加します。このプラグイン
は、Cassandra 用オープンソース Go ドライバーのバージョン 4.x に対応しており、AWS SDK for Go に
依存します。
$ go mod init
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$ go get github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-gocql-driver-plugin

このコードサンプルでは、Amazon Keyspaces エンドポイントは、Cluster クラスで表されています。ク
ラスターの認証システムプロパティに対して AwsAuthenticator を使用して、認証情報を取得します。
package main
import (

)

"fmt"
"github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-gocql-driver-plugin/sigv4"
"github.com/gocql/gocql"
"log"

func main() {
// configuring the cluster options
cluster := gocql.NewCluster("cassandra.us-west-2.amazonaws.com")
cluster.Port=9142
var auth sigv4.AwsAuthenticator = sigv4.NewAwsAuthenticator()
auth.Region = "us-west-2"
auth.AccessKeyId = "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
auth.SecretAccessKey = "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
cluster.Authenticator = auth
cluster.SslOpts = &gocql.SslOptions{
CaPath: "path_to_file/sf-class2-root.crt",
EnableHostVerification: false,
}
cluster.Consistency = gocql.LocalQuorum
cluster.DisableInitialHostLookup = false
session, err := cluster.CreateSession()
if err != nil {
fmt.Println("err>", err)
return
}
defer session.Close()

}

// doing the query
var text string
iter := session.Query("SELECT keyspace_name FROM system_schema.tables;").Iter()
for iter.Scan(&text) {
fmt.Println("keyspace_name:", text)
}
if err := iter.Close(); err != nil {
log.Fatal(err)
}

使用に関する注意事項:
1. "path_to_file/sf-class2-root.crt" を、最初のステップで保存した証明書へのパスに置き換え
てください。
2. AccessKeyIdとが、SecretAccessKeyを使用して取得したアクセスキーとシークレットアクセス
キーと一致していることを確認しますAwsAuthenticator。詳細については、の「AWSSDK for Go の
設定」を参照してくださいAWS SDK for Go。
3. アクセスキーをコード外に保存するには、the section called “アクセスキーを管理する方法” (p. 22)
のベストプラクティスを参照してください。
4. 利用可能なエンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。
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Cassandra Perl クライアントドライバーを使用した Amazon
Keyspaces へのプログラムアクセス
このセクションでは、Perl クライアントドライバーを使用して Amazon Keyspaces に接続する方法につい
て説明します。このコードサンプルでは、Perl 5 を使用しました。Amazon Keyspaces では、クライアン
トとの安全な接続を確保するために Transport Layer Security (TLS) を使用する必要があります。

Important
セキュアな接続を構築するために、コードサンプルでは、Starfield デジタル証明書を使用して
サーバー認証を行った上で、TLS 接続を確立します。Perl ドライバーではサーバーの Amazon
SSL 証明書が検証されないため、Amazon Keyspaces に接続していることを確認できませ
ん。Amazon Keyspaces への接続時にドライバーにより TLS が使用されるように設定するという
2 番目のステップは引き続き必要で、このステップにより、クライアントとサーバーの間で転送
されるデータが確実に暗号化されます。
1. https://metacpan.org/pod/DBD::Cassandra から Cassandra DBI ドライバーをダウンロードして Perl 環
境にインストールします。厳密には、環境によって手順が多少異なります。一般的な例を以下に示しま
す。
cpanm DBD::Cassandra

2. アプリケーション用のファイルを作成します。
touch cqlapp.pl

3. 次のサンプルコードを cqlapp.pl ファイルに追加します。
use DBI;
my $user = "ServiceUserName";
my $password = "ServicePassword";
my $db = DBI->connect("dbi:Cassandra:host=cassandra.useast-2.amazonaws.com;port=9142;tls=1;",
$user, $password);
my $rows = $db->selectall_arrayref("select * from system_schema.keyspaces");
print "Found the following Keyspaces...\n";
for my $row (@$rows) {
print join(" ",@$row['keyspace_name']),"\n";
}
$db->disconnect;

Important
ServiceUserNameとが、ServicePasswordの手順に従ってサービス固有の認証情報を生成
したときに取得したユーザ名とパスワードと一致していることを確認しますサービス固有の認
証情報を生成する (p. 17)。

Note
利用可能なエンドポイントのリストについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。
4. アプリケーションを実行します。
perl cqlapp.pl
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) の使用開始方法
このセクションは、Apache Cassandra と Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) を初めて使用す
る方のためのものです。このセクションでは、Amazon Keyspaces を正しく使用するために必要なすべて
のプログラムとドライバーをインストールします。
このセクションでは、次のトピックについて説明します。
トピック
• チュートリアルの前提条件と考慮事項 (p. 52)
• チュートリアルステップ 1: Amazon Keyspaces でキースペースとテーブルを作成する (p. 53)
• チュートリアルステップ 2: データの作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) を行う (p. 57)
• チュートリアルステップ 3: Amazon Keyspaces でテーブルとキースペースを作成する (p. 63)

チュートリアルの前提条件と考慮事項
このチュートリアルを開始する前に、「Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) へのアクセ
ス (p. 15)」の AWS 設定手順を実行しておいてください。これらのステップには、AWS へのサインアッ
プ手順と、Amazon Keyspaces へのアクセス権がある AWS Identity and Access Management (IAM) ユー
ザーの作成手順が含まれます。
さらに、cqlsh または Apache 2.0 ライセンス付き Cassandra クライアントドライバーを使用してチュー
トリアルを実行する場合は、を使用するcqlshAmazon Keyspaces に接続するには (p. 27) のセットアップ
手順を実行してください。
前提条件のステップが完了したら、チュートリアルステップ 1: Amazon Keyspaces でキースペースとテー
ブルを作成する (p. 53) に進みます。
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チュートリアルステップ 1: Amazon Keyspaces で
キースペースとテーブルを作成する
このセクションでは、コンソールを使用してキースペースを作成し、それをテーブルに追加します。

Note
このチュートリアルを開始する前に、次の前提条件をすべて満たしてください。
トピック
• キースペースの作成 (p. 53)
• テーブルの作成 (p. 54)

キースペースの作成
キースペースは、1 つ以上のアプリケーションに関係している関連テーブルをグループ化するものです。
キースペースには 1 つ以上のテーブルが含まれており、キースペースに含まれるすべてのテーブルのレプ
リケーション戦略がキースペースによって定義されます。キースペースの詳細については、次のトピック
を参照してください。
• キースペースの操作: the section called “キースペースの作成” (p. 118)
• データ定義言語 (DDL) ステートメント: Keyspaces (p. 259)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のクォータ (p. 272)
キースペースを作成するときは、キースペース名を指定する必要があります。

Note
キースペースのレプリケーション戦略は SingleRegionStrategy でなければなりませ
ん。SingleRegionStrategy では、AWS リージョン の 3 つのアベイラビリティーゾーン間に
データがレプリケートされます。

コンソールの使用
コンソールを使用してキースペースを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home で
Amazon Keyspaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Keyspaces] (キースペース) を選択します。

3.

[Create keyspace] (キースペースの作成) を選択します。

4.

[Keyspace name] (キースペース名) ボックスに、キースペースの名前として myGSGKeyspace を入力
します。

名前の制約:
• 空にすることはできません。
• 使用できる文字: 英数字と下線 (_) です。
• 最大長は 48 文字です。
5.

キースペースを作成するには、[Create keyspace] (キースペースの作成) を選択します。

6.

以下の作業により、キースペース myGSGKeyspace が作成されたことを確認します。
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a.

ナビゲーションペインで、[Keyspaces] (キースペース) を選択します。

b.

キースペースのリストで該当するキースペース myGSGKeyspace を見つけます。

CQL の使用
以下の手順では、CQL を使用してキースペースを作成します。

CQL を使用してキースペースを作成するには
1.

コマンドシェルを開き、次のコマンドを入力します。
cqlsh

2.

次の CQL コマンドを使用して、キースペースを作成します。
CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS "myGSGKeyspace"
WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};

SingleRegionStrategy により、レプリケーション係数として 3 が使用され、リージョン内の 3 つ
の AWS アベイラビリティーゾーンのデータがレプリケートします。

Note
Amazon Keyspaces ではすべての入力がデフォルトで小文字に設定されます。ただし、引用
符で囲まれた入力はこれに該当しません。この場合は "myGSGKeyspace" と記述します。
3.

キースペースが作成されていることを確認します。
SELECT * from system_schema.keyspaces ;

そのキースペースが表示されているはずです。

テーブルの作成
テーブルとは、データが整理されて保存されている場所です。テーブルのプライマリキーによって、テー
ブル内のデータの分割方法が決まります。プライマリキーは、必須のパーティションキー 1 つと、1 つ以
上のオプションのクラスタリング列で構成されます。プライマリキーを構成する複合値は、テーブルのす
べてのデータで一意でなければなりません。テーブルの詳細については、次のトピックを参照してくださ
い。
• テーブルの操作: the section called “テーブルの作成” (p. 119)
• DDL ステートメント: テーブル (p. 261)
• テーブルリソース管理: サーバーレスリソース管理 (p. 101)
• テーブルのリソース使用率のモニタリング: the section called “によるモニタリング
CloudWatch” (p. 226)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のクォータ (p. 272)
テーブルを作成する際には、以下を指定できます。
• テーブルの名前。
• テーブル内の各列の名前とデータ型。
• テーブルのプライマリキー。
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• [Partition key] (パーティションキー) - 必須
• [Clustering columns] (クラスタリング列) — オプション
次の手順を使用して、指定した列、データ型、パーティションキー、およびクラスタリング列が含まれて
いるテーブルを作成します。

コンソールの使用
次の手順では、これらの列とデータ型が含まれているテーブル employees_tbl を作成します。
ID
name
region
division
project
role
pay_scale
vacation_hrs
manager_id

text
text
text
text
text
text
int
float
text

コンソールを使用してテーブルを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home で
Amazon Keyspaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Keyspaces] (キースペース) を選択します。

3.

このテーブルを作成するキースペースとして myGSGKeyspace を選択します。

4.

[Create table] (テーブルの作成) を選択します。

5.

[Table name] (テーブル名) ボックスに、テーブルの名前として「employees_tbl」を入力します。

名前の制約:
• 空にすることはできません。
• 使用できる文字: 英数字と下線 (_) です。
• 最大長は 48 文字です。
6.

[Columns] (列) セクションで、このテーブルを追加する各列に対して以下のステップを繰り返しま
す。
次の列とデータ型を追加します。
id
name
region
division
project
role
pay_scale
vacation_hrs
manager_id

a.

text
text
text
text
text
text
int
float
text

[Name] (名前) — 列の名前を入力します。

名前の制約:
• 空にすることはできません。
• 使用できる文字: 英数字と下線 (_) です。
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• 最大長は 48 文字です。
b.

[Type] (型) — データ型のリストで、この列のデータ型を選択します。

c.

別の列を追加する場合は、[Add column] (列の追加) を選択します。

7.

[Partition Key] (パーティションキー) で、パーティションキーとして id を選択します。各テーブルに
はパーティションキーが 1 つ必要です。パーティションキーは、1 つ以上の列で構成できます。

8.

クラスタリング列として division を追加します。クラスタリング列はオプションであり、この列に
よって各パーティション内のソート順序が決まります。

9.

a.

クラスタリング列を追加するには、[Add clustering column] (クラスタリング列の追加) を選択しま
す。

b.

[Column] (列) リストで、[division] (除算) を選択します。[Order] (順序) リストで、この列の値を
昇順に並べ替えるために [ASC] を選択します。(降順の場合は [DESC] を選択してください。)

[Table settings] (テーブル設定) セクションで、[Default settings] (デフォルト設定) を選択します。

10. [Create table] (テーブルの作成) を選択します。
11. テーブルが作成されていることを確認します。
a.

ナビゲーションペインで [Table] (テーブル) を選択します。

b.

そのテーブルがテーブルの一覧に表示されていることを確認します。

c.

テーブルの名前を選択します。

d.

すべての列とデータ型が正しいことを確認します。

Note
これらの列の順序が、テーブルに追加した順序と同じではない場合があります。
e.

[clustering] (クラスタリング) 列で、[division] (除算) が true で識別されていることを確認します。
他のすべてのテーブル列が false になっているはずです。

CQL の使用
以下の手順では、CQL を使用して、次の列とデータ型を含むテーブルを作成します。id 列はパーティ
ションキーになります。
id
name
region
division
project
role
pay_scale
vacation_hrs
manager_id

text
text
text
text
text
text
int
float
text

CQL を使用してテーブルを作成するには
1.

コマンドシェルを開き、次のコマンドを入力します。
cqlsh

2.

cqlsh プロンプト (cqlsh>) で、テーブルを作成するキースペースを指定します。
USE "myGSGKeyspace" ;

3.

キースペースプロンプト (cqlsh:keyspace_name>) で、コマンドウィンドウに次のコードを入力し
てテーブルを作成します。
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS "myGSGKeyspace".employees_tbl (
id text,
name text,
region text,
division text,
project text,
role text,
pay_scale int,
vacation_hrs float,
manager_id text,
PRIMARY KEY (id,division))
WITH CLUSTERING ORDER BY (division ASC) ;

Note
ASC は、デフォルトのクラスタリング順序です。DESC を指定して降順にすることもできま
す。
id 列はパーティションキーになるので注意が必要です。次に、division は昇順 (ASC) で並べられた
クラスタリング列です。
4.

テーブルが作成されていることを確認します。
SELECT * from system_schema.tables WHERE keyspace_name='myGSGKeyspace' ;

そのテーブルが表示されているはずです。
5.

テーブルの構造を確認します。
SELECT * FROM system_schema.columns WHERE keyspace_name = 'myGSGKeyspace' AND
table_name = 'employees_tbl' ;

すべての列とデータ型が想定どおりであるか確認します。列の順序は CREATE ステートメントの順序
と異なる場合があります。
テーブル内のデータに対して CRUD (create (作成)、read (読み取り)、update (更新)、delete (削除)) オペ
レーションを実行するには、the section called “ステップ 2: CRUD オペレーション” (p. 57) に進みま
す。

チュートリアルステップ 2: データの作成、読み取
り、更新、削除 (CRUD) を行う
このセクションでは、コンソールの CQL エディタを使用して、テーブル内のデータに対して CRUD
(create (作成)、read (読み取り)、update (更新)、delete (削除)) のオペレーションを実行します。cqlsh を
使用してコマンドを実行することもできます。
トピック
• チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルへのデータの挿入とロード (p. 58)
• チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルからの読み取り (p. 59)
• チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルのデータを更新する (p. 61)
• チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルのデータを削除する (p. 61)
57

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
Create

チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルへの
データの挿入とロード
employees_tbl テーブルでデータを作成するには、INSERT ステートメントを使用して 1 行を追加しま
す。
1.

cqlsh を使用して Amazon Keyspaces テーブルにデータを書き込む前に、現在の cqlsh セッショ
ンの書き込み整合性を次のように設定する必要があります。LOCAL_QUORUM。サポートされる整
合性レベルの詳細については、「」を参照してください。the section called “書き込みの整合性レ
ベル” (p. 13)。このステップは、でCQLエディタを使用するためのものです。AWS Management
Console。
CONSISTENCY LOCAL_QUORUM;

2.

単一のレコードを挿入するには、CQL エディタで次のコマンドを実行します。
INSERT INTO "myGSGKeyspace".employees_tbl (id, name, project, region, division, role,
pay_scale, vacation_hrs, manager_id)
VALUES ('012-34-5678','Russ','NightFlight','US','Engineering','IC',3,12.5,
'234-56-7890') ;

3.

次のコマンドを実行して、データがテーブルに正しく追加されていることを確認します。
SELECT * FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl ;

cqlsh を使用してファイルから複数のレコードを挿入するには
1.

次のアーカイブファイル sampledata.zip に含まれているサンプルデータファイル (employees.csv) を
ダウンロードします。この CSV (カンマ区切り値) ファイルには、次のデータが含まれています。ファ
イルの保存先のパスを覚えておいてください。

2.

コマンドシェルを開き、次のコマンドを入力します。
cqlsh

3.

cqlsh プロンプト (cqlsh>) で、キースペースを指定します。
USE "myGSGKeyspace" ;

4.

書き込み整合性を LOCAL_QUORUM に設定します。サポートされる整合性レベルの詳細については、
「」を参照してください。the section called “書き込みの整合性レベル” (p. 13)。
CONSISTENCY LOCAL_QUORUM;

5.

キースペースプロンプト (cqlsh:keyspace_name>) で、次のクエリを実行します。

58

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
読み取り
COPY employees_tbl
(id,name,project,region,division,role,pay_scale,vacation_hrs,manager_id)
FROM 'path-to-the-csv-file/employees.csv' WITH delimiter=',' AND header=TRUE ;

6.

次のクエリを実行して、データがテーブルに正しく追加されていることを確認します。
SELECT * FROM employees_tbl ;

チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルからの
読み取り
「チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルへのデータの挿入とロード (p. 58)」セクションで
は、SELECT ステートメントを使用してテーブルにデータを正しく追加できたことを確認しました。この
セクションでは、SELECT を使用して特定の列を表示し、特定の条件を満たす行のみを表示する方法につ
いて詳しく説明します。
SELECT ステートメントの一般的な形式は次のとおりです。
SELECT column_list FROM table_name [WHERE condition [ALLOW FILTERING]] ;

トピック
• テーブル内のすべてのデータの選択 (p. 59)
• 列のサブセットの選択 (p. 59)
• 行のサブセットの選択 (p. 60)

テーブル内のすべてのデータの選択
最も単純な形式の SELECT ステートメントにより、テーブル内のすべてのデータが返されます。

Important
このコマンドを実行するとテーブル内のすべてのデータが返されるため、本番環境では、通常、
このコマンドの実行はベストプラクティスではありません。

テーブルのすべてのデータを選択するには
•

次の クエリを実行します。
SELECT * FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl ;

column_list にワイルドカード文字 (*) を使用するとすべての列が選択されます。

列のサブセットの選択
列のサブセットをクエリするには
•

id 列、name 列、manager_id 列のみを検索するには、次のクエリを実行します。
SELECT name, id, manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl ;
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出力には、指定した列だけが SELECT ステートメントに示されている順序で含まれます。

行のサブセットの選択
大きなデータセットをクエリする場合、特定の条件を満たすレコードのみが必要になる可能性がありま
す。これを行うには、WHERE 句を SELECT ステートメントの最後に追加します。

行のサブセットをクエリするには
•

ID が '234-56-7890' である従業員のレコードのみを検索するには、次のクエリを実行します。
SELECT * FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id='234-56-7890' ;

前述の SELECT ステートメントにより、id が 234-56-7890 である行のみが返されます。

WHERE 句について
WHERE 句は、データをフィルタリングして指定の基準を満たすデータのみを返すために使用されます。指
定の基準は単純条件または複合条件になります。

WHERE 句で条件を使用する方法
• 単純条件 — 単一の列。
WHERE column_name=value

次の条件のいずれかを満たしていれば WHERE 句の単純条件を使用できます。
• この列は、テーブルのパーティションキー内の唯一の列です。
• WHERE 句の条件の後に ALLOW FILTERING を追加します。
ALLOW FILTERING を使用すると、特に、複数に分割された大規模なテーブルでは、パフォーマンス
の一貫性が失われる可能性がありますので注意が必要です。
• 複合条件 — 複数の単純条件を AND によって結合したもの。
WHERE column_name1=value1 AND column_name2=value2 AND column_name3=value3...

次の条件のいずれかを満たしていれば WHERE 句の複合条件を使用できます。
• WHERE 句の列はテーブルのパーティションキーの列と完全に一致し、それ以上でも以下でもありませ
ん。
• 次の例で示されているように、WHERE 句の複合条件の後に ALLOW FILTERING を追加します。
SELECT * FROM my_table WHERE col1=5 AND col2='Bob' ALLOW FILTERING ;

ALLOW FILTERING を使用すると、特に、複数に分割された大規模なテーブルでは、パフォーマンス
の一貫性が失われる可能性がありますので注意が必要です。

試してみましょう
独自の CQL クエリを作成して、employees_tbl テーブルで以下の検索を実行してみましょう。
• すべての従業員の name、project、id を検索します。
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• インターンの Bob が従事しているプロジェクトを検索する (出力には少なくとも彼の氏名、プロジェク
ト、役割を含める)。
• アドバンスト: と同じマネージャーを持つすべての従業員を検索するアプリケーションを作成するBobイ
ンターン。ヒント: この作業には複数のクエリが必要になる場合があります。
• アドバンスト: プロジェクトに取り組んでいるすべての従業員の選択された列を検索するアプリケーショ
ンを作成するNightFlight。ヒント: これを解決するために複数のステートメントが必要になる場合が
あります。

チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルのデー
タを更新する
employees_tbl テーブルのデータを更新するには、UPDATE ステートメントを使用します。
UPDATE ステートメントの一般的な形式は次のとおりです。
UPDATE table_name SET column_name=new_value WHERE primary_key=value ;

Tip
• 次の例に示すとおり、column_names と値のカンマ区切りリストを使用して、複数の列を更新
することができます。
UPDATE my_table SET col1='new_value_1', col2='new_value2' WHERE id='12345' ;

• プライマリキーが複数の列で構成されている場合、すべてのプライマリキー列とその値が
WHERE 句に含まれていなければなりません。
• プライマリキーの列を更新すると、レコードのプライマリキーが変更されるため、更新はでき
ません。
単一のセルを更新するには
employees_tbl テーブルを使用して、ID が 567-89-0123 である従業員の給与を引き上げます。
UPDATE "myGSGKeyspace".employees_tbl SET pay_scale=5 WHERE id='567-89-0123' AND
division='Marketing' ;

その従業員の給与水準が 5 になっていることを確認します。
SELECT * FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id='567-89-0123' ;

試してみましょう
アドバンスト: 会社がインターンの Bob を雇用しました。彼の役割が 'IC' で給与水準が 2 になるように
レコードを変更します。

チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルのデー
タを削除する
employees_tbl テーブルのデータを削除するには、DELETE ステートメントを使用します。
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行またはパーティションからデータを削除できます。削除は元に戻せないため、データを削除するときは
注意してください。
テーブルから 1 つまたはすべての行を削除しても、テーブルは削除されません。したがって、データの
再入力が可能です。テーブルを削除すると、テーブルとその中のすべてのデータが削除されます。テーブ
ルを再使用するには、テーブルを再作成してデータを追加する必要があります。キースペースを削除する
と、キースペースとその中のすべてのテーブルが削除されます。削除したキースペースとテーブルを使用
するには、それらを再作成してデータを入力する必要があります。

セルの削除
行から列を削除すると、指定したセルからデータが削除されます。SELECT ステートメントを使用してそ
の列を表示すると、そのデータは null として表示されます。ただし、null 値はその場所には保存されま
せん。
1 つ以上の特定の列を削除するための一般的な構文は次のとおりです。
DELETE column_name1[, column_name2...] FROM table_name WHERE condition ;

employees_tbl テーブルで、マネージャーに関して CEO は "None" であることを確認できます。ま
ず、そのセルを削除して、そのセルにデータを保存しないようにします。

特定のセルを削除するには
1.

次の DELETE クエリを実行します。
DELETE manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id='789-01-2345' AND
division='Executive';

2.

削除が想定どおりに行われたことを確認します。
SELECT * FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id='789-01-2345' AND
division='Executive';

行の削除
従業員が退職する場合など、行全体を削除する必要がある場合があるかもしれません。行の削除に使用す
る一般的な構文は次のとおりです。
DELETE FROM table_name WHERE condition ;

行を削除するには
1.

次の DELETE クエリを実行します。
DELETE FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id='456-78-9012' AND
division='Engineering';

2.

削除が想定どおりに行われたことを確認します。
SELECT * FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id='456-78-9012' AND
division='Engineering';
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チュートリアルステップ 3: Amazon Keyspaces で
テーブルとキースペースを作成する
不要なテーブルとデータに対して課金されないようにするために、使用していないテーブルとキースペー
スをすべて削除します。テーブルを削除すると、テーブルとそのデータが削除され、それらの料金が発
生しなくなります。ただし、キースペースは残ります。キースペースを削除すると、キースペースとその
テーブルが削除され、それらの料金が発生しなくなります。

テーブルの削除
コンソールまたは CQL を使用してテーブルを削除することができます。テーブルを削除すると、テーブ
ルとそのデータがすべて削除されます。

コンソールの使用
以下の手順では、AWS Management Console を使用してテーブルとそのデータをすべて削除します。

コンソールを使用してテーブルを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home で
Amazon Keyspaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Tables] (テーブル) を選択します。

3.

削除する各テーブルの名前の左にあるチェックボックスを選択します。

4.

[Delete] (削除) を選択します。

5.

[Delete table] (テーブルの削除) 画面で、ボックスに Delete を入力します。[Delete table] (テーブル
の削除) を選択します。

6.

テーブルが削除されたことを確認するには、ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) を選択し
て、employees_tbl テーブルが表示されなくなったことを確認します。

CQL の使用
以下の手順では、CQL を使用してテーブルとそのデータをすべて削除します。

CQL を使用してテーブルを削除するには
1.

コマンドシェルを開き、次のコマンドを入力します。
cqlsh

2.

キースペースプロンプト (cqlsh:keyspace_name>) で以下のコマンドを入力して、テーブルを削除
します。
DROP TABLE IF EXISTS "myGSGKeyspace".employees_tbl ;

3.

テーブルが削除されたことを確認します。
SELECT * FROM system_schema.tables WHERE keyspace_name = 'myGSGKeyspace' ;

そのテーブルは表示されていないはずです。
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キースペースの削除
AWS Management Console または CQL を使用してキースペースを削除することができます。キースペー
スを削除すると、キースペースと、そのすべてのテーブルとデータが削除されます。

AWS Management Consoleの使用
以下の手順では、AWS Management Console を使用してキースペースとそのテーブルとデータをすべて削
除します。

コンソールを使用してキースペースを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home で
Amazon Keyspaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Keyspaces] (キースペース) を選択します。

3.

削除する各キースペースの名前の左にあるチェックボックスを選択します。

4.
5.

[Delete] (削除) を選択します。

6.

キースペース myGSGKeyspace が削除されたことを確認するには、ナビゲーションペインで
[Keyspaces] (キースペース) を選択して、そのキースペースが表示されなくなったことを確認しま
す。そのキースペースを削除したため、[Tables] (テーブル) に employees_tbl テーブルも表示され
なくなります。

[Delete keyspace] (キースペースの削除) 画面で、ボックスに Delete を入力します。次に、[Delete
keyspace] (キースペースの削除) を選択します。

CQL の使用
以下の手順では、CQL を使用してキースペースとそのテーブルとデータをすべて削除します。

CQL を使用してキースペースを削除するには
1.

コマンドシェルを開き、次のコマンドを入力します。
cqlsh

2.

キースペースプロンプト (cqlsh:keyspace_name>) で以下のコマンドを入力して、キースペースを
削除します。
DROP KEYSPACE IF EXISTS "myGSGKeyspace" ;

3.

そのキースペースが削除されたことを確認します。
SELECT * from system_schema.keyspaces ;

そのキースペースは表示されていないはずです。
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Amazon Keyspaces への移行
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) は、スケーラブルで可用性の高い、Apache Cassandra
互換のマネージドデータベースサービスです。オンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) で実行している Cassandra データベースから Amazon Keyspaces にデータを移行するに
は、このセクションの手順を使用します。
移行を成功させるには、次のベストプラクティスに従うことをお勧めします。
• 移行を小さな要素に分割します。
生データサイズの観点から、次の移行単位とその潜在的なフットプリントを考慮してください。1 つま
たは複数のフェーズで少量のデータを移行すると、移行が簡単になる場合があります。
クラスター別 — すべての Cassandra データを一度に移行します。このアプローチはクラスターが小さ
ければおそらく問題ありません。
キースペース別またはテーブル別 - 移行をキースペースまたはテーブルのグループに分割します。この
アプローチは、各ワークロードの要件に基づいてフェーズでデータを移行する場合に役立ちます。
データ別 - データサイズを縮小するために、特定のユーザーまたは製品グループのデータを移行するこ
とを検討します。
• 簡易性に基づいて最初に移行するデータに優先順位を付けます。
特定の時間に変更されないデータ、夜間のバッチジョブのデータ、オフライン時間に使用されないデー
タ、内部アプリのデータなど、最初に簡単に移行できるデータがあるかどうかを検討します。
• 特定の工具を使用します。
• cqlsh COPY FROM コマンドを使用してデータを Amazon Keyspaces にロードすることから始めま
す。cqlsh は、Apache Cassandra に含まれており、小さなデータセットまたはテストデータのロー
ドに最適です。を使用する場合 step-by-step 手順については、以下を参照してください。the section
called “cqlsh を使用したデータのロード” (p. 65)。
• 大規模なデータセットを使用する本番ワークロードの場合は、 DataStax Apache Cassandra 用の
Bulk Loader を使用して Amazon Keyspaces にデータをロードするdsbulkコマンド。DSBulk は、よ
り堅牢なインポート機能を備えており、GitHub リポジトリから入手できます。を使用する場合 stepby-step 手順については、以下を参照してください。the section called “DSBulk を使用したデータの
ロード” (p. 74)。
• Apache Cassandra Spark コネクタを使用して Amazon Keyspaces にデータを書き込む方法について
は、「」を参照してください。Apache Spark との統合 (p. 148)。
• 移行作業が複雑な場合は、抽出、変換、ロード (ETL) ツールの使用を検討してください。Amazon
EMR を使用すると、データ変換ワークロードを迅速かつ効果的に実行できます。詳細について
は、「Amazon EMR Management Guide」(Amazon EMR 管理ガイド) を参照してください。
トピック
• チュートリアル: cqlsh でAmazon Keyspaces にデータをロードする (p. 65)
• チュートリアル: DSBulk を使用した Amazon Keyspaces へのデータのロード (p. 74)

チュートリアル: cqlsh でAmazon Keyspaces に
データをロードする
この step-by-step チュートリアルガイドでは、Apache Cassandra から Amazon Keyspaces にデータを移
行する手順を説明します。cqlsh COPYコマンド。このチュートリアルでは、以下の作業を行います。
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トピック
• 前提条件 (p. 66)
• ステップ 1: ソース CSV ファイルとターゲットテーブルを作成 (p. 66)
• ステップ 2: データを準備する (p. 67)
• ステップ 3: テーブルのスループットキャパシティを設定する (p. 68)
• ステップ 4: 設定cqlsh COPY FROM設定 (p. 69)
• ステップ 5: cqlsh COPY FROM コマンドの実行 (p. 71)
• トラブルシューティング (p. 72)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、次のタスクを完了しておく必要があります。
1.

まだ完了していない場合は、the section called “AWS へのサインアップ” (p. 15) のステップに従って
AWS アカウント にサインアップします。

2.

the section called “コンソールを使用してサービス固有の認証情報を生成する” (p. 18) のステップに
従って、サービス固有の認証情報を作成します。

3.

Cassandra クエリ言語シェル (cqlsh) 接続をセットアップし、the section called “cqlsh を使用する
” (p. 27) のステップに従って Amazon Keyspaces に接続できることを確認します。

ステップ 1: ソース CSV ファイルとターゲットテーブ
ルを作成
このチュートリアルでは、keyspaces_sample_table.csv という名前のカンマ区切り値 (CSV) ファイ
ルをデータ移行用のソースファイルとして使用します。提供されたサンプルファイルには、book_awards
という名前のテーブルに関する数行のデータが含まれています。
1.

ソースファイルを作成します。次のオプションのいずれかを選択します。
•

次のアーカイブファイル samplemigration.zip に含まれているサンプル CSV ファイ
ル (keyspaces_sample_table.csv) をダウンロードします。アーカイブを解凍
し、keyspaces_sample_table.csv へのパスをメモしておきます。

•

Apache Cassandra データベースに保存されている独自のデータを CSV ファイルに入力するに
は、次の例に示すように、cqlsh COPY TO ステートメントを使用してソース CSV ファイルに入
力します。
cqlsh localhost 9042 -u "username" -p "password" --execute "COPY mykeyspace.mytable
TO 'keyspaces_sample_table.csv' WITH HEADER=true"

作成する CSV ファイルが以下の要件を満たしていることを確認してください。
• 最初の行に列名が含まれています。
• ソース CSV ファイルの列名がターゲットテーブルの列名と一致してます。
• データがカンマで区切られてます。
• すべてのデータ値が有効な Amazon Keyspaces データ型です。「the section called “データ
型” (p. 255)」を参照してください。
2.

Amazon Keyspaces でターゲットのキースペースとテーブルを作成します。
a.

cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続し、次の例のサービスエンドポイント、ユーザー
名、およびパスワードをそれぞれ独自の値に置き換えます。
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ステップ 2: データを準備する
cqlsh cassandra.us-east-2.amazonaws.com 9142 -u "111122223333" -p "wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY" --ssl

b.

次の例に示すように、catalog という名前の新しいキースペースを作成します。
CREATE KEYSPACE catalog WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};

c.

新しいキースペースが利用可能になったら、次のコードを使用してターゲットテーブル
book_awards を作成します。
CREATE TABLE "catalog.book_awards" (
year int,
award text,
rank int,
category text,
book_title text,
author text,
publisher text,
PRIMARY KEY ((year, award), category, rank)
);

Apache Cassandra が元のデータソースである場合、ヘッダーが一致している Amazon Keyspaces
ターゲットテーブルを作成する簡単な方法は、次のステートメントに示すように、ソーステーブルか
ら CREATE TABLE ステートメントを生成する方法です。
cqlsh localhost 9042 -u "username" -p "password" --execute "DESCRIBE
TABLE mykeyspace.mytable;"

次に、Amazon Keyspaces で、列名とデータ型が Cassandra ソーステーブルの説明と一致している
ターゲットテーブルを作成します。

ステップ 2: データを準備する
効率的な転送のためのソースデータの準備には、2 つのステップがあります。まず、データをランダム化
します。2 番目のステップでは、データを分析して、適切な cqlsh パラメータ値と必要なテーブル設定を
明確にします。
データをランダム化する
cqlsh COPY FROM コマンドは、CSV ファイルに表示される順序と同じ順序でデータの読み取りと書き込
みを行います。cqlsh COPY TO コマンドを使用してソースファイルを作成すると、データはキーソート
された順序で CSV に書き込まれます。内部的には、Amazon Keyspaces でパーティションキーを使用し
てデータが分割されます。Amazon Keyspaces には、同一のパーティションキーに対するロードバランス
リクエストに役立つロジックが内蔵されていますが、順序をランダム化すると、データのロードが高速か
つ効率的になります。これは、Amazon Keyspaces で異なるパーティションにデータが書き込まれたとき
に発生する組み込みのロードバランシングを利用できるためです。
パーティション間で書き込みを均等に分散させるには、ソースファイル内のデータをランダム化する必要
があります。アプリケーションを書き込んでこれを実行することができます。また、Shuf などのオープ
ンソースツールを使用することもできます。Shuf は、Linux ディストリビューション、macOS (コアユー
ティリティを homebrew にインストールする)、Windows (Windows Subsystem for Linux (WSL) を使用
する) で無料で使用できます。このステップで列名を含むヘッダー行がシャッフルされないようにするに
は、追加のステップが 1 つ必要です。
ヘッダーを維持した状態でソースファイルをランダム化するには、次のコードを入力します。
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ステップ 3: テーブルのスルー
プットキャパシティを設定する
tail -n +2 keyspaces_sample_table.csv | shuf -o keyspace.table.csv && (head
-1 keyspaces_sample_table.csv && cat keyspace.table.csv ) > keyspace.table.csv1 &&
mv keyspace.table.csv1 keyspace.table.csv

Shuf により、keyspace.table.csv という新しい CSV ファイルにデータが書き換えられます。これ
で、不要になった keyspaces_sample_table.csv ファイルを削除できます。
データを分析する
データを分析して、平均行サイズと最大行サイズを決定します。
この作業を行う理由は次のとおりです。
• 転送されるデータの総量を見積もる場合に、平均行サイズが役立ちます。
• データのアップロードに必要な書き込みキャパシティをプロビジョニングする際には、平均行サイズが
必要になります。
• 各行のサイズが 1 MB 未満 (Amazon Keyspaces の行サイズの上限) であることを確認できます。

Note
このクォータは、パーティションサイズではなく、行サイズを指します。Apache Cassandra
のパーティションとは異なり、Amazon Keyspaces のパーティションのサイズは事実上無制限
です。パーティションキーとクラスタリング列には、メタデータ用の追加のストレージが必要
です。このストレージは行の raw サイズに追加する必要があります。詳細については、「the
section called “行サイズの計算” (p. 122)」を参照してください。
次のコードは、AWK を使用して CSV ファイルを分析し、行の平均サイズと最大サイズを出力します。
awk -F, 'BEGIN {samp=10000;max=-1;}{if(NR>1){len=length($0);t+=len;avg=t/NR;max=(len>max ?
len : max)}}NR==samp{exit}END{printf("{lines: %d, average: %d bytes, max: %d
bytes}\n",NR,avg,max);}' keyspace.table.csv

このコードを実行すると、次の出力が表示されます。
using 10,000 samples:
{lines: 10000, avg: 123 bytes, max: 225 bytes}

このチュートリアルの次のステップの平均行サイズを使用して、テーブルの書き込みキャパシティをプロ
ビジョニングします。

ステップ 3: テーブルのスループットキャパシティを
設定する
このチュートリアルでは、設定された時間範囲内でデータがロードされるように cqlsh を調整する方法を
示します。事前に実行する読み取りと書き込みの数がわかっているので、プロビジョンドキャパシティ
モードを使用します。データ転送が完了したら、アプリケーションのトラフィックパターンに合わせて
テーブルのキャパシティモードを設定する必要があります。キャパシティ管理の詳細については、「サー
バーレスリソース管理 (p. 101)」を参照してください。
プロビジョンドキャパシティモードでは、事前にテーブルにプロビジョニングする読み取りキャパシティ
と書き込みキャパシティの量を指定します。書き込みキャパシティは時間ユニットで課金され、書き込
みキャパシティユニット (WCU) で計測されます。各 WCU は、1 秒あたり 1 KB のデータの書き込みを
サポートするのに十分な書き込みキャパシティです。データをロードする際に、書き込みレートが、ター
ゲットテーブルで設定した WCU の上限 (パラメータ: write_capacity_units) を超えないようにして
ください。
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デフォルトでは、1 つのテーブルに最大 40,000 の WCU を、アカウント内のすべてのテーブルに最大
80,000 の WCU をプロビジョニングすることができます。追加のキャパシティが必要な場合は、Service
Quotas コンソールでクォータの増加をリクエストできます。クォータの詳細については「クォー
タ (p. 272)」を参照してください。
挿入に必要な WCU の平均数を計算する
1 秒あたり 1 KB のデータを挿入するには、1 WCU が必要です。CSV ファイルに 360,000 の行があり、1
時間ですべてのデータをロードする場合は、1 秒あたり 100 行 (360,000 行 / 60 分 / 60 秒 = 100 行/秒) を
書き込む必要があります。各行に最大 1 KB のデータがある場合、1 秒あたり 100 行を挿入するには、100
WCU をテーブルにプロビジョニングする必要があります。各行に 1.5 KB のデータがある場合、1 秒あた
り 1 行を挿入するには 2 WCU が必要です。したがって、1 秒あたり 100 行を挿入するには、200 WCU を
プロビジョニングする必要があります。
1 秒あたり 1 行の挿入が必要な WCU 数を調べるには、平均行サイズ (バイト) を 1024 で割り、端数を切
り上げて最も近い整数にします。
例えば、平均行サイズが 3000 バイトの場合、1 秒あたり 1 行を挿入するには 3 WCU が必要です。
ROUNDUP(3000 / 1024) = ROUNDUP(2.93) = 3 WCUs

データのロード時間とキャパシティを計算する
これで、CSV ファイルの平均サイズと平均行数が分かったので、特定の時間内にデータをロードする場合
に必要な WCU 数と、さまざまな WCU 設定を使用して CSV ファイルにすべてのデータをロードするのに
かかるおおよその時間を計算できます。
例えば、ファイルの各行が 1 KB で、CSV ファイルに 1,000,000 行がある場合、1 時間でデータをロード
するには、その時間に少なくとも 278 WCU をテーブルにプロビジョニングする必要があります。
1,000,000 rows * 1 KBs = 1,000,000 KBs
1,000,000 KBs / 3600 seconds =277.8 KBs / second = 278 WCUs

プロビジョンドキャパシティを設定する
テーブルの書き込みキャパシティは、そのテーブルの作成時、または ALTER TABLE CQL コマンドを使用
して、設定することができます。以下は、ALTER TABLE CQL ステートメントを使用してテーブルのプロ
ビジョンキャパシティ設定に変更を加えるための構文です。
ALTER TABLE mykeyspace.mytable WITH custom_properties={'capacity_mode':{'throughput_mode':
'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 100, 'write_capacity_units': 278}} ;

完全な言語リファレンスについては、「the section called “ALTER TABLE” (p. 263)」を参照してくださ
い。

ステップ 4: 設定cqlsh COPY FROM設定
このセクションでは、cqlsh COPY FROM のパラメータ値を決定する方法について説明します。cqlsh
COPY FROM コマンドは、前の手順で準備した CSV ファイルを読み取り、CQL を使用して Amazon
Keyspaces にデータを挿入します。このコマンドにより、行の分割と一連のワーカー間での INSERT オペ
レーションの配分が行われます。各ワーカーは Amazon Keyspaces との接続を確立し、このチャンネルに
沿って INSERT リクエストを送信します。
cqlsh COPY コマンドには、ワーカー間でワークを均等に分配するための内部ロジックがありません。
ただし、ワークが均等に分配されるように手動で設定することはできます。まず、次の主要な cqlsh パラ
メータを確認します。
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• DELIMITER — カンマ以外の区切り文字を使用した場合はこのパラメータを設定できます。デフォルト
はカンマです。
• INGESTRATE — cqlsh COPY FROM により処理が試行される 1 秒あたりのターゲット行数。設定しな
い場合のデフォルト値は 100,000 です。
• NUMPROCESSES — COPY FROM タスクに対して cqlsh により作成される子ワーカープロセスの数。
この設定の最大値は 16 で、デフォルトは num_cores - 1 です。num_cores は cqlsh が実行されてい
るホストの処理コア数です。
• MAXBATCHSIZE - バッチサイズにより、1 つのバッチで挿入先テーブルに挿入される最大行数が決まり
ます。設定されていない場合、cqlsh により挿入行数が 20 行のバッチが使用されます。
• CHUNKSIZE — 子ワーカーに渡すワーク単位のサイズ。デフォルトでは、5,000 に設定されます。
• MAXATTEMPTS — 失敗したワーカーチャンクの再試行の最高回数。最高試行回数に達すると、失敗し
たレコードが新しい CSV ファイルに書き込まれ、後ほど、失敗を調査した上で再実行できます。
ターゲット送信先テーブルにプロビジョニングした WCU の数に基づいて INGESTRATE を設定しま
す。cqlsh COPY FROM コマンドの INGESTRATE は制限ではなくターゲット平均です。これは、設定し
た数を大きく上回る可能性がある (多くの場合そうなる) ことを意味します。このような超過を許可し、
データロードリクエストを処理できるだけの十分なキャパシティを確保するには、INGESTRATE をテーブ
ルの書き込みキャパシティの 90% に設定します。
INGESTRATE = WCUs * .90

次に、NUMPROCESSES パラメータを、システムのコア数より 1 少ない値に設定します。システムのコア数
を調べるには、次のコードを実行します。
python -c "import multiprocessing; print(multiprocessing.cpu_count())"

このチュートリアルでは、以下の値を使用します。
NUMPROCESSES = 4

各プロセスでワーカーが作成され、各ワーカーで Amazon Keyspaces への接続が確立されます。Amazon
Keyspaces は、接続ごとに 1 秒あたり最大で 3,000 件の CQL リクエストに対応できます。つまり、各
ワーカーの 1 秒あたりのリクエスト処理数が 3,000 件未満であるか確認する必要があるということです。
INGESTRATE と同様に、ワーカーは設定した数値を大幅に上回ることが多く、クロックの秒数に制限され
ません。したがって、大幅な超過を考慮しておくために、各ワーカーの 1 秒あたりの目標リクエスト処理
数が 2,500 件になるように cqlsh パラメータを設定します。ワーカーに分配されるワーク量を計算するに
は、次のガイドラインを使用します。
• INGESTRATE を NUMPROCESSES で割ります。
• INGESTRATE / NUMPROCESSES > 2,500 になった場合は、この式が真になるように INGESTRATE を下げ
ます。

INGESTRATE / NUMPROCESSES <= 2,500

サンプルデータのアップロードを最適化するための設定を行う前に、cqlsh のデフォルト設定を再確認
し、その使用がデータのアップロードプロセスにどのように影響するのか見てみましょう。cqlsh COPY
FROM では CHUNKSIZE を使用して膨大なワークが作成されて (INSERT ステートメント) ワーカーに分配
されるので、ワークは自動的には均等に分配されません。INGESTRATE 設定によっては、アイドル状態に
なるワーカーもあります。
ワーカー間でワークを均等に分配し、各ワーカーに対して 1 秒あたりの最適なリクエスト数を 2,500 件で
維持するには、入力パラメータを変更して CHUNKSIZE、MAXBATCHSIZE、INGESTRATE に設定する必要
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があります。データロード中のネットワークトラフィックの使用率を最適化するには、MAXBATCHSIZE の
値として最大値の 30 に近い値を選択します。CHUNKSIZE を 100 に、MAXBATCHSIZE を 25 に変更する
と、10,000 行が 4 つのワーカーに均等に分配されます (10,000 / 2500 = 4)、
次のコード例はこのことを示しています。
INGESTRATE = 10,000
NUMPROCESSES = 4
CHUNKSIZE = 100
MAXBATCHSIZE. = 25
Work Distribution:
Connection 1 / Worker
Connection 2 / Worker
Connection 3 / Worker
Connection 4 / Worker

1
2
3
4

:
:
:
:

2,500
2,500
2,500
2,500

Requests
Requests
Requests
Requests

per
per
per
per

second
second
second
second

要約するために、cqlsh COPY FROM パラメータの設定時に次の数式を使用します。
• INGESTRATE = write_capacity_units * .90
• NUMPROCESSES = num_cores -1 (デフォルト)
• INGESTRATE / NUMPROCESSES = 2,500 (これは true ステートメントでなければなりません。)
• MAXBATCHSIZE = 30 (デフォルトは 20。Amazon Keyspaces では最大で 30 のバッチが受け入れられ
ます。)
• CHUNKSIZE = (INGESTRATE / NUMPROCESSES) / MAXBATCHSIZE
これで NUMPROCESSES、INGESTRATE、CHUNKSIZE の計算が完了し、データをロードする準備が整いま
した。

ステップ 5: cqlsh COPY FROM コマンドの実行
cqlsh COPY FROM コマンドを使用して、以下のステップを実行します。
1.
2.

cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続します。
次のコードがあるキースペースを選択します。
use mykeyspace;

3.

書き込み整合性を LOCAL_QUORUM に設定します。データの耐久性を確保するため、Amazon
Keyspaces では他の書き込み整合性設定は使用できません。以下のコードを参照してください。
CONSISTENCY LOCAL_QUORUM;

4.

次のコード例を使用して cqlsh COPY FROM 構文を作成します。
COPY mytable FROM './keyspace.table.csv' WITH HEADER=true
AND INGESTRATE=calculated ingestrate
AND NUMPROCESSES=calculated numprocess
AND MAXBATCHSIZE=20
AND CHUNKSIZE=calculated chunksize;

5.

前のステップで準備したステートメントを実行します。cqlsh は、構成したすべての設定をエコー
バックします。
a.

設定が入力と一致していることを確認します。次の例を参照してください。
Reading options from the command line: {'chunksize': '120', 'header': 'true',
'ingestrate': '36000', 'numprocesses': '15', 'maxbatchsize': '20'}
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Using 15 child processes

b.

次の例に示すように、転送された行数と現在の平均レートを確認します。
Processed: 57834 rows; Rate: 6561 rows/s; Avg. rate: 31751 rows/s

c.

cqlsh によるデータのアップロードが完了したら、次の例に示すように、データロード統計のサ
マリー (読み取られたファイルの数、ランタイム、スキップされた行数) を確認します。
15556824 rows imported from 1 files in 8 minutes and 8.321 seconds (0 skipped).

このチュートリアルの最後のステップでは、データを Amazon Keyspaces にアップロードしました。

Important
データを転送したので、アプリケーションの通常のトラフィックパターンに合わせてターゲット
テーブルのキャパシティモード設定を調整します。プロビジョンドキャパシティは、変更するま
では、時間ユニットで課金されます。

トラブルシューティング
データのアップロードが完了したら、行がスキップされたかどうかを確認します。これを行うには、ソー
ス CSV ファイルのソースディレクトリに移動し、次の名前のファイルを検索します。
import_yourcsvfilename.err.timestamp.csv

cqlsh により、この名前のファイルに、スキップされたデータ行が書き込まれます。ファイルがソース
ディレクトリに存在し、その中にデータが含まれている場合、これらの行は Amazon Keyspaces にアップ
ロードされませんでした。これらの行のアップロードを再試行するには、まずアップロード中に発生した
エラーを確認し、それに応じてデータを調整します。これらの行のアップロードを再試行するために、プ
ロセスを再実行します。
一般的なエラー
行がロードされない最も一般的な理由は、容量エラーとパーサーエラーです。
Amazon Keyspaces にデータをアップロードする際の、リクエストエラーは無効です
次の例では、ソーステーブルにカウンター・カラムが含まれており、その結果cqlshからのバッチ・コール
がログに記録されます。COPYコマンド。Amazon Keyspaces でログに記録されたバッチ呼び出しはサポー
トされていません。
Failed to import 10 rows: InvalidRequest - Error from server: code=2200 [Invalid query]
message=“Only UNLOGGED Batches are supported at this time.“, will retry later, attempt 22
of 25

このエラーを解決するには、DSBulk でデータを移行してください。詳細については、「the section called
“DSBulk を使用したデータのロード” (p. 74)」を参照してください。
Amazon Keyspaces にデータをアップロードする際のパーサーエラー
次の例では、ParseError が原因で行がスキップされます。
Failed to import 1 rows: ParseError - Invalid ... –
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このエラーを解決するには、インポートするデータが Amazon Keyspaces のテーブルスキーマと一致して
いることを確認する必要があります。インポートファイルで解析エラーが発生していないか確認してくだ
さい。INSERT ステートメントを使用してエラーを切り離すことで、1 行のデータの使用を試すことがで
きます。
Amazon Keyspaces にデータをアップロードする際の容量エラー
Failed to import 1 rows: WriteTimeout - Error from server: code=1100 [Coordinator node
timed out waiting for replica nodes' responses]
message="Operation timed out - received only 0 responses." info={'received_responses': 0,
'required_responses': 2, 'write_type': 'SIMPLE', 'consistency':
'LOCAL_QUORUM'}, will retry later, attempt 1 of 100

Amazon Keyspaces では、スループットキャパシティ不足により書き込みリクエストが失敗した場
合に、ReadTimeout 例外と WriteTimeout 例外を使用してその失敗が示されます。キャパシティ
不足の例外を診断するために、Amazon Keyspaces は公開していますWriteThrottleEventsそし
てReadThrottledEventsAmazon のメトリクス CloudWatch。詳細については、「the section called “に
よるモニタリング CloudWatch” (p. 226)」を参照してください。
Amazon Keyspaces にデータをアップロードする際の cqlsh エラー
cqlsh エラーのトラブルシューティングに役立てるために、失敗したコマンドに --debug フラグを付けて
再実行します。
互換性のないバージョンの cqlsh を使用すると、次のエラーが表示されます。
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'is_up'
Failed to import 3 rows: AttributeError - 'NoneType' object has no attribute 'is_up',
given up after 1 attempts

次のコマンドを実行して、正しいバージョンの cqlsh がインストールされていることを確認します。
cqlsh --version

出力に関して次のような内容が表示されます。
cqlsh 5.0.1

Windows を使用している場合は、cqlsh のすべてのインスタンスを cqlsh.bat に置き換えます。例え
ば、Windows で cqlsh 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。
cqlsh.bat --version

サーバーから cqlsh クライアントに何らかの種類のエラーが 3 回連続で送信されると、Amazon
Keyspaces への接続が失敗します。cqlsh クライアントで処理が失敗すると、次のメッセージが表示され
ます。
Failed to import 1 rows: NoHostAvailable - , will retry later, attempt 3 of 100

このエラーを解決するには、インポートするデータが Amazon Keyspaces のテーブルスキーマと一致して
いることを確認する必要があります。インポートファイルで解析エラーが発生していないか確認してくだ
さい。INSERT ステートメントを使用してエラーを切り離すことで、1 行のデータの使用を試すことがで
きます。
クライアントにより接続の再確立が自動的に試行されます。

73

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
DSBulk を使用したデータのロード

チュートリアル: DSBulk を使用した Amazon
Keyspaces へのデータのロード
この step-by-step チュートリアルガイドでは、Apache Cassandra から Amazon Keyspaces にデータを移
行する手順を説明します。 DataStax バルクローダー (DSBulk) はGitHub。このチュートリアルでは、次の
手順を実行します。
トピック
• 前提条件 (p. 74)
• ステップ 1: ソース CSV ファイルとターゲットテーブルを作成する (p. 76)
• ステップ 2: データを準備する (p. 77)
• ステップ 3: テーブルのスループットキャパシティを設定する (p. 78)
• ステップ 4: 設定DSBulk設定 (p. 79)
• ステップ 5: DSBulk を実行するloadコマンド (p. 81)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、次のタスクを完了しておく必要があります。
1.

まだ完了していない場合は、the section called “AWS へのサインアップ” (p. 15) のステップに従って
AWS アカウントにサインアップします。

2.

the section called “認証情報の作成” (p. 17) のステップに従って認証情報を作成します。

Note
現在、DSBulk ではサービス固有の認証情報しかサポートされていません。AWS Identity and
Access Management のユーザーとロールを使用して Amazon Keyspaces へのアクセスを管
理したい場合は、DSBulk でデータのアップロードを完了した後、SigV4 認証プラグインを使
用して、サービス固有の認証情報を無効にすることができます。
3.

JKS 信頼ストアファイルを作成します。
a.

次のコマンドを使用して Starfield デジタル証明書をダウンロードし、sf-class2-root.crt を
ローカルまたはホームディレクトリ内に保存します。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Note
Amazon デジタル証明書を使用して Amazon Keyspaces に接続することもできます。ク
ライアントが Amazon Keyspaces に正常に接続されている場合は、引き続き Amazon
Keyspaces に接続できます。Starfield 証明書は、古い認定権限を使用しているクライア
ントに対して追加の下位互換性を提供するものです。
b.

Starfield デジタル証明書を trustStore ファイルに変換します。
openssl x509 -outform der -in sf-class2-root.crt -out temp_file.der
keytool -import -alias cassandra -keystore cassandra_truststore.jks -file
temp_file.der

このステップでは、キーストアのパスワードを作成し、この証明書を信頼する必要があります。
対話型コマンドは次のようになります。
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Enter keystore password:
Re-enter new password:
Owner: OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies,
Inc.", C=US
Issuer: OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies,
Inc.", C=US
Serial number: 0
Valid from: Tue Jun 29 17:39:16 UTC 2004 until: Thu Jun 29 17:39:16 UTC 2034
Certificate fingerprints:
MD5: 32:4A:4B:BB:C8:63:69:9B:BE:74:9A:C6:DD:1D:46:24
SHA1: AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A
SHA256:
14:65:FA:20:53:97:B8:76:FA:A6:F0:A9:95:8E:55:90:E4:0F:CC:7F:AA:4F:B7:C2:C8:67:75:21:FB:5F:B6:5
Signature algorithm name: SHA1withRSA
Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key
Version: 3
Extensions:
#1: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false
AuthorityKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: BF 5F B7 D1 CE DD 1F 86
F4 5B 55 AC DC D7 10 C2 ._.......[U.....
0010: 0E A9 88 E7
....
]
[OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies, Inc.",
C=US]
SerialNumber: [
00]
]
#2: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=false
BasicConstraints:[
CA:true
PathLen:2147483647
]
#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: BF 5F B7 D1 CE DD 1F 86
F4 5B 55 AC DC D7 10 C2 ._.......[U.....
0010: 0E A9 88 E7
....
]
]
Trust this certificate? [no]: y

4.

Cassandra クエリ言語シェル (cqlsh) 接続をセットアップし、the section called “cqlsh を使用する
” (p. 27) のステップに従って Amazon Keyspaces に接続できることを確認します。

5.

DSBulk をダウンロードしてインストールします。
a.

DSBulk をダウンロードするには、次のコードを使用します。
curl -OL https://downloads.datastax.com/dsbulk/dsbulk-1.8.0.tar.gz

b.

次に、tar ファイルを解凍し、以下の例に示されているように、DSBulk を PATH に追加します。
tar -zxvf dsbulk-1.8.0.tar.gz
# add the DSBulk directory to the path
export PATH=$PATH:./dsbulk-1.8.0/bin

c.

DSBulk により使用される設定を保存するための application.conf ファイルを作成します。
次の例を ./dsbulk_keyspaces.conf として保存できます。ローカルノード上にいない場合
は、localhost を、ローカルの Cassandra クラスターのコンタクトポイント (DNS 名や IP アド
レスなど) に置き換えます。username と password をサーバー認証情報に置き換えます。ファ
イル名とパスは、後で dsbulk load コマンドで指定する必要があるためメモしておいてくださ
い。
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datastax-java-driver {
basic.contact-points = [ "localhost"]
advanced.auth-provider {
class = PlainTextAuthProvider
username = "username"
password = "password"
}
}

ステップ 1: ソース CSV ファイルとターゲットテーブ
ルを作成する
このチュートリアルでは、keyspaces_sample_table.csv という名前のカンマ区切り値 (CSV) ファイ
ルをデータ移行用のソースファイルとして使用します。提供されたサンプルファイルには、book_awards
という名前のテーブルに関する数行のデータが含まれています。
1.

ソースファイルを作成します。次のオプションのいずれかを選択します。
•

次のアーカイブファイル samplemigration.zip に含まれているサンプル CSV ファイ
ル (keyspaces_sample_table.csv) をダウンロードします。アーカイブを解凍
し、keyspaces_sample_table.csv へのパスをメモしておきます。

•

Apache Cassandra データベースに保存されている独自のデータを CSV ファイルに入力するに
は、次の例に示すように、dsbulk unload を使用してソース CSV ファイルに入力します。
dsbulk unload -k mykeyspace -t mytable -f ./my_application.conf
> keyspaces_sample_table.csv

作成する CSV ファイルが以下の要件を満たしていることを確認してください。
• 最初の行に列名が含まれています。
• ソース CSV ファイルの列名がターゲットテーブルの列名と一致してます。
• データがカンマで区切られてます。
• すべてのデータ値が有効な Amazon Keyspaces データ型です。「the section called “データ
型” (p. 255)」を参照してください。
2.

Amazon Keyspaces でターゲットのキースペースとテーブルを作成します。
a.

cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続し、次の例のサービスエンドポイント、ユーザー
名、およびパスワードをそれぞれ独自の値に置き換えます。
cqlsh cassandra.us-east-2.amazonaws.com 9142 -u "111122223333" -p "wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY" --ssl

b.

次の例に示すように、catalog という名前の新しいキースペースを作成します。
CREATE KEYSPACE catalog WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};

c.

新しいキースペースが利用可能な状態になったら、次のコードを使用してターゲットテーブル
book_awards を作成します。非同期的なリソース作成と、リソースが利用可能かどうかを確認
する方法については、「the section called “キースペースの作成” (p. 118)」を参照してくださ
い。
CREATE TABLE catalog.book_awards (
year int,
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award text,
rank int,
category text,
book_title text,
author text,
publisher text,
PRIMARY KEY ((year, award), category, rank)
);

Apache Cassandra が元のデータソースである場合、ヘッダーが一致している Amazon Keyspaces
ターゲットテーブルを作成する簡単な方法は、次のステートメントに示すように、ソーステーブルか
ら CREATE TABLE ステートメントを生成する方法です。
cqlsh localhost 9042 -u "username" -p "password" --execute "DESCRIBE
TABLE mykeyspace.mytable;"

次に、Amazon Keyspaces で、列名とデータ型が Cassandra ソーステーブルの説明と一致している
ターゲットテーブルを作成します。

ステップ 2: データを準備する
効率的な転送のためのソースデータの準備には、2 つのステップがあります。まず、データをランダム化
します。2 番目のステップでは、データを分析して、適切な dsbulk パラメータ値と必要なテーブル設定
を明確にします。
データをランダム化する
dsbulk コマンドは、CSV ファイルに表示される順序と同じ順序でデータの読み取りと書き込みを行いま
す。dsbulk コマンドを使用してソースファイルを作成すると、データはキーソートされた順序で CSV に
書き込まれます。内部的には、Amazon Keyspaces でパーティションキーを使用してデータが分割されま
す。Amazon Keyspaces には、同一のパーティションキーに対するロードバランスリクエストに役立つロ
ジックが内蔵されていますが、順序をランダム化すると、データのロードが高速かつ効率的になります。
これは、Amazon Keyspaces で異なるパーティションにデータが書き込まれたときに発生する組み込みの
ロードバランシングを利用できるためです。
パーティション間で書き込みを均等に分散させるには、ソースファイル内のデータをランダム化する必要
があります。アプリケーションを書き込んでこれを実行することができます。また、Shuf などのオープ
ンソースツールを使用することもできます。Shuf は、Linux ディストリビューション、macOS (コアユー
ティリティを homebrew にインストールする)、Windows (Windows Subsystem for Linux (WSL) を使用
する) で無料で使用できます。このステップで列名を含むヘッダー行がシャッフルされないようにするに
は、追加のステップが 1 つ必要です。
ヘッダーを維持した状態でソースファイルをランダム化するには、次のコードを入力します。
tail -n +2 keyspaces_sample_table.csv | shuf -o keyspace.table.csv && (head
-1 keyspaces_sample_table.csv && cat keyspace.table.csv ) > keyspace.table.csv1 &&
mv keyspace.table.csv1 keyspace.table.csv

Shuf により、keyspace.table.csv という新しい CSV ファイルにデータが書き換えられます。これ
で、不要になった keyspaces_sample_table.csv ファイルを削除できます。
データを分析する
データを分析して、平均行サイズと最大行サイズを決定します。
この作業を行う理由は次のとおりです。
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• 転送されるデータの総量を見積もる場合に、平均行サイズが役立ちます。

• データのアップロードに必要な書き込みキャパシティをプロビジョニングする際には、平均行サイズが
必要になります。
• 各行のサイズが 1 MB 未満 (Amazon Keyspaces の行サイズの上限) であることを確認できます。

Note
このクォータは、パーティションサイズではなく、行サイズを指します。Apache Cassandra
のパーティションとは異なり、Amazon Keyspaces のパーティションのサイズは事実上無制限
です。パーティションキーとクラスタリング列には、メタデータ用の追加のストレージが必要
です。このストレージは行の raw サイズに追加する必要があります。詳細については、「the
section called “行サイズの計算” (p. 122)」を参照してください。
次のコードは、AWK を使用して CSV ファイルを分析し、行の平均サイズと最大サイズを出力します。
awk -F, 'BEGIN {samp=10000;max=-1;}{if(NR>1){len=length($0);t+=len;avg=t/NR;max=(len>max ?
len : max)}}NR==samp{exit}END{printf("{lines: %d, average: %d bytes, max: %d
bytes}\n",NR,avg,max);}' keyspace.table.csv

このコードを実行すると、次の出力が表示されます。
using 10,000 samples:
{lines: 10000, avg: 123 bytes, max: 225 bytes}

最大行サイズが 1 MB を超えないようにしてください。超えた場合は、行を分割するか、データを圧縮し
て、行サイズを 1 MB 未満にする必要があります。このチュートリアルの次のステップでは、平均行サイ
ズを使用して、テーブルの書き込みキャパシティをプロビジョニングします。

ステップ 3: テーブルのスループットキャパシティを
設定する
このチュートリアルでは、設定された時間範囲内でデータがロードされるように DSBulk を調整する方法
を示します。事前に実行する読み取りと書き込みの数がわかっているので、プロビジョンドキャパシティ
モードを使用します。データ転送が完了したら、アプリケーションのトラフィックパターンに合わせて
テーブルのキャパシティモードを設定する必要があります。キャパシティ管理の詳細については、「サー
バーレスリソース管理 (p. 101)」を参照してください。
プロビジョンドキャパシティモードでは、事前にテーブルにプロビジョニングする読み取りキャパシティ
と書き込みキャパシティの量を指定します。書き込みキャパシティは時間ユニットで課金され、書き込
みキャパシティユニット (WCU) で計測されます。各 WCU は、1 秒あたり 1 KB のデータの書き込みを
サポートするのに十分な書き込みキャパシティです。データをロードする際に、書き込みレートが、ター
ゲットテーブルで設定した WCU の上限 (パラメータ: write_capacity_units) を超えないようにして
ください。
デフォルトでは、1 つのテーブルに最大 40,000 の WCU を、アカウント内のすべてのテーブルに最大
80,000 の WCU をプロビジョニングすることができます。追加のキャパシティが必要な場合は、Service
Quotas コンソールでクォータの増加をリクエストできます。クォータの詳細については「クォー
タ (p. 272)」を参照してください。
挿入に必要な WCU の平均数を計算する
1 秒あたり 1 KB のデータを挿入するには、1 WCU が必要です。CSV ファイルに 360,000 の行があり、1
時間ですべてのデータをロードする場合は、1 秒あたり 100 行 (360,000 行 / 60 分 / 60 秒 = 100 行/秒) を
書き込む必要があります。各行に最大 1 KB のデータがある場合、1 秒あたり 100 行を挿入するには、100
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WCU をテーブルにプロビジョニングする必要があります。各行に 1.5 KB のデータがある場合、1 秒あた
り 1 行を挿入するには 2 WCU が必要です。したがって、1 秒あたり 100 行を挿入するには、200 WCU を
プロビジョニングする必要があります。
1 秒あたり 1 行の挿入が必要な WCU 数を調べるには、平均行サイズ (バイト) を 1024 で割り、端数を切
り上げて最も近い整数にします。
例えば、平均行サイズが 3000 バイトの場合、1 秒あたり 1 行を挿入するには 3 WCU が必要です。
ROUNDUP(3000 / 1024) = ROUNDUP(2.93) = 3 WCUs

データのロード時間とキャパシティを計算する
これで、CSV ファイルの平均サイズと平均行数が分かったので、特定の時間内にデータをロードする場合
に必要な WCU 数と、さまざまな WCU 設定を使用して CSV ファイルにすべてのデータをロードするのに
かかるおおよその時間を計算できます。
例えば、ファイルの各行が 1 KB で、CSV ファイルに 1,000,000 行がある場合、1 時間でデータをロード
するには、その時間に少なくとも 278 WCU をテーブルにプロビジョニングする必要があります。
1,000,000 rows * 1 KBs = 1,000,000 KBs
1,000,000 KBs / 3600 seconds =277.8 KBs / second = 278 WCUs

プロビジョンドキャパシティを設定する
テーブルの書き込みキャパシティは、そのテーブルの作成時、または ALTER TABLE コマンドを使用し
て、設定することができます。以下は、ALTER TABLE コマンドを使用してテーブルのプロビジョンド
キャパシティ設定に変更を加えるための構文です。
ALTER TABLE catalog.book_awards WITH custom_properties={'capacity_mode':{'throughput_mode':
'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 100, 'write_capacity_units': 278}} ;

完全な言語リファレンスについては、「the section called “CREATE TABLE” (p. 261)」と「the section
called “ALTER TABLE” (p. 263)」を参照してください。

ステップ 4: 設定DSBulk設定
このセクションでは、データが Amazon Keyspaces にアップロードされるように DSBulk を設定する場合
に必要なステップについて説明します。DSBulk を設定するには、設定ファイルを使用します。設定ファ
イルは、コマンドラインから直接指定します。
1.

Amazon Keyspaces への移行用の DSBulk 設定ファイルを作成します。この例では、ファイル名
dsbulk_keyspaces.conf を使用します。DSBulk 設定ファイルで以下の設定を指定します。
a.

PlainTextAuthProvider — PlainTextAuthProvider クラスを使用して認証プロバイダー
を作成します。ServiceUserName と ServicePassword は、the section called “認証情報の作
成” (p. 17) の手順に従ってサービス固有の認証情報を生成したときに取得したユーザー名とパス
ワードと一致している必要があります。

b.

local-datacenter — local-datacenter の値を、接続している AWS リージョン に設定し
ます。例えば、アプリケーションを cassandra.us-east-2.amazonaws.com に接続する場合
は、ローカルデータセンターを us-east-2 に設定します。すべての利用可能な AWS リージョ
ン については「the section called “サービスエンドポイント” (p. 24)」を参照してください。。

c.

SSLEngineFactory — SSL/TLS を設定するには、class = DefaultSslEngineFactory
を使用してクラスを指定する設定ファイル (1 行が含まれている) に、セクションを追加し
て、SSLEngineFactory を初期化します。cassandra_truststore.jks へのパスと、作成し
ておいたパスワードを提供します。
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d.

consistency — 整合性レベルを LOCAL QUORUM に設定し、token_metadata 設定を無効にし
ます。他の書き込み整合性レベルはサポートされません。詳細については「the section called “サ
ポートされている Cassandra の整合性レベル” (p. 13)」を参照してください。

次に、完全なサンプル設定ファイルを示します。
datastax-java-driver {
basic.contact-points = [ "cassandra.us-east-2.amazonaws.com:9142"]
advanced.auth-provider {
class = PlainTextAuthProvider
username = "ServiceUserName"
password = "ServicePassword"
}
basic.load-balancing-policy {
local-datacenter = "us-east-2"
}
basic.request {
consistency = LOCAL_QUORUM
default-idempotence = true
}
advanced.ssl-engine-factory {
class = DefaultSslEngineFactory
truststore-path = "./cassandra_truststore.jks"
truststore-password = "my_password"
hostname-validation = false
}
advanced.metadata {
schema {
token-map.enabled = false
}
}
}

2.

DSBulk load コマンドのパラメータを確認します。
a.

executor.maxPerSecond — ロードコマンドにより処理が試行される 1 秒あたりの最大行数。
設定しない場合、この設定は -1 となり無効になります。
ターゲット送信先テーブルにプロビジョニングした WCU の数に基づいて
executor.maxPerSecond を設定します。load コマンドの executor.maxPerSecond は制
限ではなくターゲット平均です。これは、設定した数を大きく上回る可能性がある (多くの場合
そうなる) ことを意味します。このような超過を許可し、データロードリクエストを処理できる
だけの十分なキャパシティを確保するには、executor.maxPerSecond をテーブルの書き込み
キャパシティの 90% に設定します。
executor.maxPerSecond = WCUs * .90

このチュートリアルでは、executor.maxPerSecond を 5 に設定します。

Note
DSBulk 1.6.0 以上を使用している場合は、代わりに
dsbulk.engine.maxConcurrentQueries を使用できます。
b.

DSBulk load コマンドのためにこれらの追加パラメータを設定します。
• batch-mode — このパラメータは、パーティションキー別にオペレーションをグループ化する
ようにシステムに指示を出します。これは他の設定に干渉する可能性があるため、バッチモー
ドを無効にすることをお勧めします。
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• driver.advanced.retry-policy-max-retries — これにより、失敗したクエリが再試行
される回数が決まります。設定しない場合のデフォルトは 10 になります。この値は必要に応
じて調整できます。
• driver.basic.request.timeout — クエリが返されるまでのシステムの待機時間 (分)。設
定しない場合のデフォルトは「5 分」です。この値は必要に応じて調整できます。

ステップ 5: DSBulk を実行するloadコマンド
このチュートリアルの最後のステップでは、データを Amazon Keyspaces にアップロードします。
DSBulk load コマンドを使用して、以下のステップを実行します。
1.

次のコードを実行して、CSV ファイルから Amazon Keyspaces テーブルにデータをアップロードし
ます。前の手順で作成したアプリケーション設定ファイルへのパスを必ず更新してください。
dsbulk load -f ./dsbulk_keyspaces.conf --connector.csv.url keyspace.table.csv -header
true --batch.mode DISABLED --executor.maxPerSecond 5 --driver.basic.request.timeout "5
minutes" --driver.advanced.retry-policy.max-retries 10 -k catalog -t book_awards

2.

出力には、成功したオペレーションと失敗したオペレーションの詳細が記されているログファイルの
場所が含まれます。このファイルは次のディレクトリに保存されています。
Operation directory: /home/user_name/logs/UNLOAD_20210308-202317-801911

3.

ログファイルのエントリには、次の例のように、メトリックが含まれます。行数が csv ファイルの行
数と一致しているか確認します。
total | failed | rows/s | p50ms | p99ms | p999ms
200 |
0 |
200 | 21.63 | 21.89 | 21.89

Important
データを転送したので、アプリケーションの通常のトラフィックパターンに合わせてターゲット
テーブルのキャパシティモード設定を調整します。プロビジョンドキャパシティは、変更するま
では、時間ユニットで課金されます。詳細については、the section called “読み取り/書き込みキャ
パシティモード” (p. 101)を参照してください。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) のトラブルシュー
ティング
次のセクションでは、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の使用時に発生する可能性がある設
定全般の問題を解決する方法について説明します。
IAM アクセスに関するトラブルシューティングガイダンスについては、「the section called “トラブル
シューティング” (p. 220)」を参照してください。
セキュリティに関する詳しいベストプラクティスについては、「the section called “セキュリティベストプ
ラクティス” (p. 250)」を参照してください。
トピック
• Amazon Keyspaces での接続に関するトラブルシューティング (p. 82)
• Amazon Keyspaces でのキャパシティ管理に関するトラブルシューティング (p. 90)
• Amazon Keyspaces のデータ定義言語に関するトラブルシューティング (p. 94)

Amazon Keyspaces での接続に関するトラブル
シューティング
接続に問題がありますか。以下は、一般的なシナリオとその解決方法です。

Amazon Keyspaces エンドポイントへの接続中のエ
ラー
接続が失敗し、接続エラーが発生すると、さまざまなエラーメッセージが表示される可能性があります。
次のセクションでは、最も一般的なシナリオを取り上げます。
トピック
• cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続できない (p. 83)
• Cassandra クライアントドライバーを使用して Amazon Keyspaces に接続することができな
い (p. 86)
• VPC エンドポイント接続の機能が正しく機能しない (p. 87)
• を使用して接続することができないcassandra-stress (p. 89)
• IAM アイデンティティを使用して接続することができない (p. 89)
• cqlsh を使ってデータをインポートしようとすると、Amazon Keyspaces テーブルへの接続が失われ
る (p. 90)
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cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続できない
cqlsh を使用して Amazon Keyspaces エンドポイントに接続しようとすると、Connection error が発
生して接続が失敗します。
cqlsh が正しく設定されていない場合、Amazon Keyspaces テーブルに接続しようとすると接続は失敗し
ます。次のセクションでは、cqlsh を使用して接続の確立を試みた時に接続エラーが発生するという最も
一般的な設定問題の例を示します。
cqlsh を使って Amazon Keyspaces に接続しようとすると、接続の timed out エラーが発生します。
これは正しいポートを指定しなかった場合に発生する可能性がある問題で、発生した場合は次のエラーが
表示されます。
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9140 -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.199': error(None, "Tried
connecting to [('3.234.248.199', 9140)]. Last error: timed out")})

この問題を解決するには、接続にポート 9142 を使用しているか確認してください。
cqlsh を使ってAmazon Keyspaces に接続しようとすると、Name or service not known というエ
ラーが発生します。
これは、使用しているエンドポイントのスペルが間違っている場合、またはそのエンドポイントが存在し
ない場合に発生する可能性がある問題です。以下は、エンドポイント名のスペルが間違っている場合の例
です。
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazon.com 9142 -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/cqlsh.py", line 2458, in >module>
main(*read_options(sys.argv[1:], os.environ))
File "/usr/bin/cqlsh.py", line 2436, in main
encoding=options.encoding)
File "/usr/bin/cqlsh.py", line 484, in __init__
load_balancing_policy=WhiteListRoundRobinPolicy([self.hostname]),
File "/usr/share/cassandra/lib/cassandra-driver-internal-only-3.11.0-bb96859b.zip/
cassandra-driver-3.11.0-bb96859b/cassandra/policies.py", line 417, in __init__
socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known

パブリックエンドポイントを使用して接続している場合、この問題を解決するには、the section called
“サービスエンドポイント” (p. 24) から使用可能なエンドポイントを選択し、そのエンドポイントの名前に
問題がないことを確認してください。VPC エンドポイントを使用して接続する場合は、cqlsh 設定の VPC
エンドポイント情報が正しいことを確認してください。
cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、OperationTimedOut というエラーが発生
します。
Amazon Keyspaces では、接続時の強力なセキュリティを確保するために、SSL を有効にする必要があり
ます。SSL パラメータが見つからない場合は、次のエラーが表示されることがあります。
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD"
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.192':
OperationTimedOut('errors=Timed out creating connection (5 seconds), last_host=None',)})
#

この問題を解決するには、cqlsh 接続コマンドに次のフラグを追加してください。
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--ssl

cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、SSL transport factory requires a
valid certfile to be specified というエラーが発生します。
この場合、SSL/TLS 証明書へのパスが欠落しているため、次のエラーが発生します。
# cat .cassandra/cqlshrc
[connection]
port = 9142
factory = cqlshlib.ssl.ssl_transport_factory
#
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Validation is enabled; SSL transport factory requires a valid certfile to be specified.
Please provide path to the certfile in [ssl] section as 'certfile' option in /
root/.cassandra/cqlshrc (or use [certfiles] section) or set SSL_CERTFILE environment
variable.
#

この問題を解決するには、コンピュータの certfile へのパスを追加します。
certfile =

path_to_file/sf-class2-root.crt

cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、No such file or directory というエ
ラーが発生します。
これは、コンピュータの証明書ファイルへのパスが間違っている場合に発生する可能性がある問題で、発
生した場合は次のエラーが表示されます。
# cat .cassandra/cqlshrc
[connection]
port = 9142
factory = cqlshlib.ssl.ssl_transport_factory
[ssl]
validate = true
certfile = /root/wrong_path/sf-class2-root.crt
#

# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.192': IOError(2, 'No
such file or directory')})
#

この問題を解決するには、コンピュータの certfile へのパスが正しいか確認してください。
cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、[X509] PEM lib というエラーが発生し
ます。
これは SSL/TLS 証明書ファイル sf-class2-root.crt が無効である場合に発生する可能性がある問題
で、発生した場合は次のエラーが表示されます。
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
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Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.241': error(185090057,
u"Tried connecting to [('3.234.248.241', 9142)]. Last error: [X509] PEM lib
(_ssl.c:3063)")})
#

この問題を解決するには、次のコマンドを使用して Starfield デジタル証明書をダウンロードしてくださ
い。sf-class2-root.crt をローカルまたはホームディレクトリに保存してください。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、unknown SSL というエラーが発生しま
す。
これは SSL/TLS 証明書ファイル sf-class2-root.crt が空である場合に発生する可能性がある問題
で、発生した場合は次のエラーが表示されます。
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.220': error(0, u"Tried
connecting to [('3.234.248.220', 9142)]. Last error: unknown error (_ssl.c:3063)")})
#

この問題を解決するには、次のコマンドを使用して Starfield デジタル証明書をダウンロードしてくださ
い。sf-class2-root.crt をローカルまたはホームディレクトリに保存してください。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED と
いうエラーが発生します。
これは SSL/TLS 証明書ファイルを検証できなかった場合に発生する可能性がある問題で、発生した場合は
次のエラーが表示されます。
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.223': error(1, u"Tried
connecting to [('3.234.248.223', 9142)]. Last error: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]
certificate verify failed (_ssl.c:727)")})

この問題を解決するには、次のコマンドを使用して証明書ファイルをダウンロードしてください。sfclass2-root.crt をローカルまたはホームディレクトリに保存してください。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、Last error: timed out というエラー
が発生します。
これは、Amazon EC2 セキュリティグループで Amazon Keyspaces のアウトバウンドルールを設定しな
かった場合に発生する可能性がある問題で、発生した場合は次のエラーが表示されます。
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.206': error(None, "Tried
connecting to [('3.234.248.206', 9142)]. Last error: timed out")})
#

この問題を解決するには、Amazon EC2 インスタンスに Amazon Keyspaces への接続をブロックするア
ウトバウンドルールがあるかどうかを確認してください。その場合、EC2 インスタンスのセキュリティ
グループを表示し、Amazon Keyspaces リソースへのアウトバウンドトラフィックを許可するルールを追
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加する必要があります。Amazon Keyspaces へのトラフィックが許可されるようにアウトバウンドルー
ルを更新するには、[Port range] (ポート範囲) にポート 9142 を入力し、[Destination] (送信先) として
0.0.0.0/0 を入力してください。
EC2 アウトバウンドルールの表示方法と編集方法の詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux
Instances」 (Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Add rules to a security group」(セ
キュリティグループにルールを追加する) を参照してください。
cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、Unauthorized というエラーが発生しま
す。
これは、IAM ユーザーポリシーで Amazon Keyspaces のアクセス許可が欠如している場合に発生する可能
性がある問題で、発生した場合は次のエラーが表示されます。
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 -u "testuser-at-12345678910" -p "PASSWORD"
--ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.241':
AuthenticationFailed('Failed to authenticate to 3.234.248.241: Error from server:
code=2100 [Unauthorized] message="User arn:aws:iam::12345678910:user/testuser has no
permissions."',)})
#

この問題を解決するには、IAM ユーザー testuser-at-12345678910 が Amazon Keyspaces へのアク
セス許可を取得しているか確認してください。Amazon Keyspaces へのアクセスを許可する IAM ポリシー
の例については、「the section called “アイデンティティベースポリシーの例” (p. 209)」を参照してくだ
さい。
IAM アクセスに関するトラブルシューティングガイダンスについては、「the section called “トラブル
シューティング” (p. 220)」を参照してください。
cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、Bad credentials というエラーが発生し
ます。
これは、ユーザー名またはパスワードが間違っている場合に発生する可能性がある問題で、発生した場合
は次のエラーが表示されます。
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.248':
AuthenticationFailed('Failed to authenticate to 3.234.248.248: Error from server:
code=0100 [Bad credentials] message="Provided username USERNAME and/or password are
incorrect"',)})
#

この問題を解決するには、コードの USERNAME (ユーザー名) と PASSWORD (パスワード) が、サービス固
有の認証情報 (p. 17)を生成したときに取得したユーザー名とパスワードと一致しているか確認してくださ
い。

Important
cqlsh を使用して接続を試みると引き続きエラーが表示される場合は、--debug オプションでコ
マンドを再実行し、AWS Support への連絡時に詳細な出力を含めてください。

Cassandra クライアントドライバーを使用して Amazon
Keyspaces に接続することができない
次のセクションでは、Cassandra クライアントドライバーとの接続時に発生する最も一般的なエラーを示
します。
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ドライバーと SigV4 プラグインを使用して Amazon Keyspaces に接続しようとする
と、AttributeError というエラーが発生します。
認証情報が正しく設定されていない場合は、次のエラーが発生します。
cassandra.cluster.NoHostAvailable: (‘Unable to connect to any servers’,
{‘44.234.22.154:9142’: AttributeError(“‘NoneType’ object has no attribute ‘access_key’“)})

この問題を解決するには、SigV4 プラグインの使用時に IAM ユーザーまたはロールに関連付けられた認証
情報を渡すことになっているか確認します。SigV4 プラグインには次の認証情報が必要です。
• AWS_ACCESS_KEY_ID - IAM ユーザーまたはロールに関連付けられている AWS アクセスキーを指定し
ます。
• AWS_SECRET_ACCESS_KEY - アクセスキーに関連付けられるシークレットキーを指定します。これは、
基本的にアクセスキーの「パスワード」です。
アクセスキーと SigV4 プラグインの詳細については、「the section called “AWS 認証用の IAM 認証情
報” (p. 19)」を参照してください。
ドライバーを使用して Amazon Keyspaces テーブルに接続しようとする
と、PartialCredentialsError というエラーが発生します。
AWS_SECRET_ACCESS_KEY が欠落している場合、次のエラーが発生する可能性があります。
cassandra.cluster.NoHostAvailable: (‘Unable to connect to any servers’,
{‘44.234.22.153:9142’:
PartialCredentialsError(‘Partial credentials found in config-file, missing:
aws_secret_access_key’)})

この問題を解決するには、SigV4 プラグインを使用する場合に AWS_ACCESS_KEY_ID と
AWS_SECRET_ACCESS_KEY の両方を渡すことになっているか確認してください。アクセスキーと SigV4
プラグインの詳細については、「the section called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19)」を参照してく
ださい。
ドライバーを使用して Amazon Keyspaces テーブルに接続しようとすると、Invalid signature とい
うエラーが発生します。
これは、間違った認証情報を使用した場合に発生する可能性がある問題で、発生した場合は次のエラーが
表示されます。
cassandra.cluster.NoHostAvailable: (‘Unable to connect to any servers’,
{‘44.234.22.134:9142’:
AuthenticationFailed(‘Failed to authenticate to 44.234.22.134:9142: Error from server:
code=0100
[Bad credentials] message=“Authentication failure: Invalid signature”’)})

この問題を解決するには、渡す認証情報が、Amazon Keyspaces にアクセスするように設定した IAM ユー
ザーまたはロールに関連付けられていることか確認してください。アクセスキーと SigV4 プラグインの詳
細については、「the section called “AWS 認証用の IAM 認証情報” (p. 19)」を参照してください。

VPC エンドポイント接続の機能が正しく機能しない
VPC エンドポイントを使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、トークンマップエラーが発
生するか、または、スループットが低下します。
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VPC エンドポイント接続が正しく設定されていない場合に発生する可能性があります。
これらの問題を解決するには、以下の設定の詳細を確認します。
1.

Amazon Keyspaces への接続に使用する IAM エンティティに、ユーザーテーブルへの読み取り/書き
込みアクセス権と、システムテーブルへの読み取りアクセス権と、システムテーブルへの読み取りア
クセス権があることを確認します。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cassandra:Select",
"cassandra:Modify"
],
"Resource":[
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/
mytable",
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
]
}
]
}

2.

Amazon Keyspaces への接続に使用する IAM エンティティに、VPC エンドポイント情報にアクセス
するための許可があることを確認します。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"ListVPCEndpoints",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcEndpoints"
],
"Resource":"*"
}
]

VPC エンドポイントの詳細については、「」を参照してください。the section called “Amazon
Keyspaces 用インターフェイス VPC エンドポイントの使用” (p. 246)
3.

この例に示すように、Java ドライバの SSL 構成がホスト名の検証を false に設定していることを確認
します。
hostname-validation = false

ドライバー設定の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “ステップ 2: ドライ
バーを設定する” (p. 36)。
4.

VPC エンドポイントが正しく設定されていることを確認するには、VPC 内から次のステートメント
を実行します。

Note
ローカル開発者環境や Amazon Keyspaces CQL エディタを使用してこの設定を確認するこ
とはできません。これらはパブリックエンドポイントを使用するためです。
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SELECT peer FROM system.peers;

出力はこの例のようになり、VPCAWS の設定とリージョンにもよりますが、プライベート IP アドレ
スを持つノードが 2 ～ 6 個返されるはずです。
peer
--------------192.0.2.0.15
192.0.2.0.24
192.0.2.0.13
192.0.2.0.7
192.0.2.0.8
(5 rows)

を使用して接続することができないcassandra-stress
cassandra-stressコマンドを使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、SSL contextエ
ラーが発生します。
これは、Amazon Keyspaces に接続しようとしても、トラストストアが正しく設定されていない場合に
発生します。Amazon Keyspaces では、クライアントとの安全な接続を確保するために Transport Layer
Security (TLS) を使用する必要があります。
この場合は次のエラーが表示されます。
Error creating the initializing the SSL Context

この問題を解決するには、このトピックの指示に従って TrustStore を設定しますthe section called “開始す
る前に” (p. 34)。
TrustStore が設定されると、次のコマンドを使用して接続することができます。
./cassandra-stress user profile=./profile.yaml n=100 "ops(insert=1,select=1)"
cl=LOCAL_QUORUM -node "cassandra.eu-north-1.amazonaws.com" -port native=9142 -transport
ssl-alg="PKIX" truststore="./cassandra_truststore.jks" truststore-password="trustStore_pw"
-mode native cql3 user="user_name" password="password"

IAM アイデンティティを使用して接続することができない
IAM アイデンティティを使用して Amazon Keyspaces に接続しようとすると、Unauthorized というエ
ラーが発生します。
これは、ポリシーを実装せず、ユーザーに必要なアクセス許可を付与していない状態で、IAM アイデン
ティティ (IAM ユーザーなど) を使用して Amazon Keyspaces テーブルに接続しようとした場合に発生す
る問題です。
この場合は次のエラーが表示されます。
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.202':
AuthenticationFailed('Failed to authenticate to 3.234.248.202:
Error from server: code=2100 [Unauthorized] message="User arn:aws:iam::1234567890123:user/
testuser has no permissions."',)})

この問題を解決するには、IAM ユーザーのアクセス許可を確認してください。ほとんどのドライバーで接
続が構築されるときにシステムのキースペース/テーブルが読み取られるため、標準的なドライバーで接続
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する場合には、最低条件として、ユーザーはそのシステムテーブルへの SELECT アクセス権を取得してお
く必要があります。
例えば、Amazon Keyspaces システムおよびユーザーテーブルへのアクセスを許可する IAM ポリシーに
ついては、「the section called “Amazon Keyspaces テーブルへのアクセス” (p. 211)」を参照してくださ
い。
IAM に特化したトラブルシューティングセクションを確認するには、「the section called “トラブルシュー
ティング” (p. 220)」を参照してください。

cqlsh を使ってデータをインポートしようとすると、Amazon
Keyspaces テーブルへの接続が失われる
cqlsh を使用して Amazon Keyspaces にデータをアップロードしようとすると、接続エラーが発生しま
す。
サーバーから cqlsh クライアントに何らかの種類のエラーが 3 回連続で送信されると、Amazon
Keyspaces への接続が失敗します。cqlsh クライアントで処理が失敗すると、次のメッセージが表示され
ます。
Failed to import 1 rows: NoHostAvailable - , will retry later, attempt 3 of 100

このエラーを解決するには、インポートするデータが Amazon Keyspaces のテーブルスキーマと一致して
いることを確認する必要があります。インポートファイルで解析エラーが発生していないか確認してくだ
さい。INSERT ステートメントを使用してエラーを切り離すことで、1 行のデータの使用を試すことがで
きます。
クライアントにより接続の再確立が自動的に試行されます。

Amazon Keyspaces でのキャパシティ管理に関する
トラブルシューティング
サーバーレスキャパシティに関して問題がありますか。以下は、一般的なシナリオとその解決方法です。

サーバーレス容量エラー
このセクションでは、サーバーレスキャパシティ管理に関連するエラーの認識方法と解決方法について説
明します。例えば、アプリケーションがプロビジョンドスループット性能を超えると、キャパシティ不足
イベントが発生することがあります。
Apache Cassandra は、ノード群で実行するように設計されたクラスタベースのソフトウェアであるた
め、スループットキャパシティなどのサーバーレス機能に関連する例外メッセージはありません。ほと
んどのドライバーでは Apache Cassandra で利用可能なエラーコードしか認識されないため、Amazon
Keyspaces では、互換性を維持するために同一のエラーコードセットを使用します。
基盤となるキャパシティイベントに Cassandra エラーをマッピングする場合には、Amazon を使用して関
連する Amazon CloudWatch Keyspaces メトリクスを監視することができます。クライアント側のエラー
を発生させるキャパシティ不足イベントは、イベントの原因となっているリソースに基づいて、次の 3 つ
のグループに分類できます。
• テーブル – テーブルに対して [Provisioned] (プロビジョンド) キャパシティモードを選択した場合に、ア
プリケーションがプロビジョンドスループットを超えると、キャパシティ不足エラーが発生する可能性
があります。詳細については、「the section called “読み取り/書き込みキャパシティモード” (p. 101)」
を参照してください。
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• パーティション — 指定されたパーティションのトラフィックが 3,000 RCU または 1,000 WCU を超え
ると、キャパシティ不足イベントが発生する可能性があります。ベストプラクティスとして、パーティ
ション間でトラフィックを均一に分散させることをお勧めします。詳細については、「データモデリン
グ (p. 127)」を参照してください。
• 接続 — 接続 1 つあたりの 1 秒あたりの最大オペレーション数のクォータを超えると、スループットが
不十分になる可能性があります。スループットを高めるために、ドライバーによる接続を設定する際
に、デフォルト接続の数を増やすことができます。詳細については、the section called “CQL クエリの
スループットチューニング” (p. 7) および the section called “負荷分散” (p. 8) を参照してください。
クライアント側エラーを返すキャパシティ不足イベントの原因となっているリソースを特定するため
に、Amazon Keyspaces コンソールでダッシュボードを確認できます。デフォルトでは、コンソールに
は、テーブルの [Capacity and related CloudWatch metrics] (キャパシティ) セクションに、最も一般的な
キャパシティとトラフィック関連のメトリクスの集約ビューがあります。
Amazon を使用して独自のダッシュボードを作成するには CloudWatch、次の Amazon Keyspaces メトリ
クスを確認します。
• PerConnectionRequestRateExceeded — 接続ごとのリクエストレートのクォータを超える
Amazon Keyspaces へのリクエスト。Amazon Keyspaces への各クライアント接続は、1 秒あたり最大
3000 の CQL リクエストに対応できます。複数の接続を作成すれば、1 秒あたり 3000 を超えるリクエ
ストを実行できます。
• ReadThrottleEvents — テーブルの読み取りキャパシティを超える Amazon Keyspaces へのリクエ
スト。
• StoragePartitionThroughputCapacityExceeded — パーティションのス
ループットキャパシティを超える Amazon Keyspaces ストレージパーティション
へのリクエスト。Amazon Keyspaces ストレージパーティションは、最大 1000
WCUCUCUCUUCUURURURURURURURURURURURURURURURURURU これらの例外を軽減するた
めに、データモデルを確認して、読み取り/書き込みトラフィックをより多くのパーティションに分散さ
せることをお勧めします。
• WriteThrottleEvents — テーブルの書き込みキャパシティを超える Amazon Keyspaces へのリクエ
スト。
についての詳細は CloudWatch、「」を参照してくださいthe section called “によるモニタリング
CloudWatch” (p. 226)。Amazon Keyspaces CloudWatch で利用可能なすべてのメトリクスの一覧につい
ては、「」を参照してくださいthe section called “メトリクスとディメンション” (p. 228)。

Note
Amazon Keyspaces でよく見られるすべてのメトリクスを表示したカスタムダッシュボードの使
用を開始する場合、AWSサンプル CloudWatch リポジトリで使用できるようにあらかじめ構築さ
れているテンプレートを使用できます。 GitHub
トピック
• クライアントドライバーから NoHostAvailable というキャパシティ不足エラーが送られてく
る (p. 91)
• データのインポート中に書き込みタイムアウトエラーが表示される (p. 93)
• キースペースまたはテーブルの実際のストレージサイズが表示されない (p. 94)

クライアントドライバーから NoHostAvailable というキャパ
シティ不足エラーが送られてくる
テーブルに対して Read_Timeout または Write_Timeout という例外が表示されています。
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キャパシティが不足している Amazon Keyspaces テーブルに対して書き込みや読み取りを繰り返し試みる
と、ドライバー固有のクライアント側エラーが発生する可能性があります。
プロビジョニングスループットメトリクス、実際のスループットメトリクス、 CloudWatch テーブルの
キャパシティ不足イベントを監視するために使用します。例えば、十分なスループットキャパシティがな
い読み取りリクエストは、Read_Timeout 例外が発生して失敗し、ReadThrottleEvents メトリクスに
投稿されます。十分なスループットキャパシティがない書き込みリクエストは、Write_Timeout 例外が
発生して失敗し、WriteThrottleEvents メトリクスに投稿されます。これらのメトリクスの詳細につ
いては、「the section called “メトリクスとディメンション” (p. 228)」を参照してください。
この問題を解決するには、以下のオプションのいずれかを検討してください。
• テーブルのプロビジョンドスループットを増やす。これは、アプリケーションにより消費されるスルー
プットキャパシティの最大量です。詳細については、「the section called “読み取りキャパシティユニッ
トと書き込みキャパシティユニット” (p. 104)」を参照してください。
• オートスケーリングを使用してサービスによってスループットキャパシティが管理されるようにし
ます。詳細については、「the section called “Application Auto Scaling でのスループット容量の管
理” (p. 106)」を参照してください。
• テーブルに対して [On-demand] (オンデマンド) キャパシティモードを選択します。詳細については、
「the section called “オンデマンドキャパシティモード” (p. 102)」を参照してください。
アカウントのデフォルトのキャパシティクォータを増やす必要がある場合は、「クォータ (p. 272)」を参
照してください。
パーティションキャパシティの超過に関連するエラーが表示されています。
パーティションスロットリングは、パーティションのキャパシティが一時的に超過した場合 (適応キャパ
シティまたはオンデマンドキャパシティによって自動的に処理される) に発生する可能性があります。こ
のエラーは、データモデルの問題を指摘していることもあります。Amazon Keyspaces ストレージパー
ティションは、最大 1000 WCUCUCUCUUCUURURURURURURURURURURURURURURURURURU
データモデルを改良して読み取り/書き込みトラフィックをより多くのパーティションに分散させる方法の
詳細については、「データモデリング (p. 127)」を参照してください。
Write_Timeout 例外は、同じ論理パーティションに静的データと非静的データを含める同時書き込みオ
ペレーションのレートが上昇した場合にも発生する可能性があります。トラフィックにおいて、同じ論理
パーティション内に静的データと非静的データを含める複数の同時書き込みオペレーションが実行される
ことが予想される場合、静的データと非静的データを別々に書き込むことをお勧めします。データを別々
に書き込むと、スループットコストの最適化にも役立ちます。
接続リクエストレートの超過に関連するエラーが表示されています。
接続スロットルの原因としては次のいずれかが考えられます。
• セッションごとに設定された接続数が不足している可能性があります。
• VPC エンドポイントのアクセス許可が正しく設定されていないと、使用可能なピアよりも接続数が
少なくなる可能性があります。VPC エンドポイントポリシーの詳細については、「the section called
“Amazon Keyspaces 用インターフェイス VPC エンドポイントの使用” (p. 246)」を参照してくださ
い。
• 4.x ドライバーを使用している場合は、ホスト名の検証が有効になっているかどうかを確認してく
ださい。ドライバーでは、デフォルトで TLS ホスト名の検証が有効になっています。この設定によ
り、Amazon Keyspaces がシングルノードクラスターとしてドライバーに表示されます。ホスト名の検
証をオフにすることをお勧めします。
接続とスループットが最適化されるように、次のベストプラクティスに従うことをお勧めします。
• CQL クエリのスループットチューニングを設定します。
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Amazon Keyspaces は、TCP 接続 1 つにつき 1 秒あたり最大 3,000 の CQL クエリに対応しています
が、ドライバーが確立できる接続数に制限はありません。
ほとんどのオープンソース Cassandra ドライバーで、Cassandra への接続プールが確立され、その接続
プールでクエリのロードバランスが行われます。Amazon Keyspaces では 9 つのピア IP アドレスをド
ライバーに開示します。ほとんどのドライバーのデフォルト動作は、各ピア IP アドレスに対して 1 つ
の接続を確立することです。したがって、デフォルト設定を使用するドライバーの最大 CQL クエリス
ループットは、1 秒あたり 27,000 CQL クエリになります。
この数を増やすには、ドライバーが接続プールで維持している IP アドレスあたりの接続数を増やすこと
をお勧めします。例えば、IP アドレスあたりの最大接続数を 2 に設定すると、ドライバーの最大スルー
プットが 1 秒あたり 54,000 CQL クエリの 2 倍になります。
• 単一ノード接続を最適化します。
ほとんどのオープンソース Cassandra ドライバーでは、デフォルトで、セッションの確立時に
system.peers テーブルでアドバタイズされた各 IP アドレスへに対して、1 つ以上の接続が確立され
ます。ただし、設定によっては、ドライバーにより単一の Amazon Keyspaces IP アドレスに接続される
ことがあります。これは、ドライバーにより、ピアノードの SSL ホスト名の検証が試行されている場合
や ( DataStax Java ドライバーなど)、VPC エンドポイントを通じて接続されている場合に発生します。
複数の IP アドレスに接続するドライバーと同じ可用性とパフォーマンスを確保するには、次の操作の実
行をお勧めします。
• 希望するクライアントのスループットに応じて、各 IP の接続数を 9 以上に増やす。
• 同じノードに対して再試行が実行されるようにするカスタム再試行ポリシーを作成します。
• VPC エンドポイントを使用する場合は、Amazon Keyspaces への接続に使用する IAM エンティティ
に、エンドポイントとネットワークインターフェイスの情報について VPC をクエリするためのアクセ
ス許可を付与します。これにより、ロードバランシングが改善され、読み取り/書き込みスループット
が向上します 詳細については、「??? (p. 246)」を参照してください。

データのインポート中に書き込みタイムアウトエラーが表示され
る
cqlsh COPY コマンドを使用してデータをアップロードしているときに、タイムアウトエラーが表示され
ます。
Failed to import 1 rows: WriteTimeout - Error from server: code=1100 [Coordinator node
timed out waiting for replica nodes' responses]
message="Operation timed out - received only 0 responses." info={'received_responses': 0,
'required_responses': 2, 'write_type': 'SIMPLE', 'consistency':
'LOCAL_QUORUM'}, will retry later, attempt 1 of 100

Amazon Keyspaces では、スループットキャパシティ不足により書き込みリクエストが失敗した場合
に、ReadTimeout 例外と WriteTimeout 例外を使用してその失敗が示されます。キャパシティ不足の
例外を診断するために、Amazon Keyspaces は Amazon Keyspaces CloudWatch で次のメトリクスを公開
しています。
• WriteThrottleEvents
• ReadThrottledEvents
• StoragePartitionThroughputCapacityExceeded
データロード中に発生したキャパシティ不足エラーを解決するには、ワーカーあたりの書き込みレート
または総取り込みレートを引き下げ、行のアップロードを再試行してください。詳細については、「the
section called “ステップ 4: 設定cqlsh COPY FROM設定” (p. 69)」を参照してください。より堅牢なデータ
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アップロードオプションについては、DSBulk GitHub の使用を検討してください。 step-by-step手順につ
いては、を参照してくださいthe section called “DSBulk を使用したデータのロード” (p. 74)。

キースペースまたはテーブルの実際のストレージサイズが表示さ
れない
キースペースまたはテーブルの実際のストレージサイズが表示されません。
テーブル内の行サイズの計算を開始すると、ストレージサイズを見積もることができます。行サイズの計
算に関する詳しい手順については、「the section called “行サイズの計算” (p. 122)」を参照してくださ
い。

Amazon Keyspaces のデータ定義言語に関するトラ
ブルシューティング
リソースの作成に問題がありますか。以下は、一般的なシナリオとその解決方法です。

データ定義言語エラー
Amazon Keyspaces では、キースペースとテーブルの非同期的な作成や削除など、データ定義言語 (DDL)
オペレーションが同期なしで実行されます。アプリケーションの準備が整っていない時点でアプリケー
ションによりリソースの使用が試行されると、そのオペレーションは失敗します。
新しいキースペースとテーブルの作成ステータスを AWS Management Console で監視できます。キース
ペースまたはテーブルの保留状態やアクティブ状態が表示されます。システムスキーマテーブルのクエリ
を実行して、新しいキースペースまたはテーブルの作成ステータスをプログラムにより監視することもで
きます。キースペースまたはテーブルは、使用可能な状態になると、システムスキーマに表示されます。

Note
を使用してキースペースの作成を最適化するためにAWS CloudFormation、このユーティリティを
使用して CQL CloudFormation スクリプトをテンプレートに変換できます。GitHub ツールはリポ
ジトリから入手できます。
トピック
• 新しいキースペースを作成したが、表示またはアクセスできない (p. 94)
• 新しいテーブルを作成したが、表示またはアクセスできない (p. 95)
• Amazon Keyspaces point-in-time リカバリ (PITR) を使用してテーブルを復元することができな
い (p. 96)
• INSERT/UPDATE を使用してカスタム有効期限 (TTL) 設定を編集しようとすると、オペレーションが
失敗する (p. 96)
• Amazon Keyspaces テーブルにデータをアップロードしようとすると、列数の超過に関するエラーが
発生する (p. 96)
• Amazon Keyspaces テーブルのデータを削除しようとすると、その範囲のために削除が失敗す
る (p. 96)

新しいキースペースを作成したが、表示またはアクセスできない
新しいキースペースへのアクセスを試行しているアプリケーションからエラーが送られてきた。
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非同期的作成中である新規の Amazon Keyspaces キースペースにアクセスしようとすると、エラーが発生
します。以下にエラーの例を示します。
InvalidRequest: Error from server: code=2200 [Invalid query] message="unconfigured keyspace
mykeyspace"

新しいキースペースが使用可能な状態になるタイミングをチェックするための推奨設計パターンと
は、Amazon Keyspaces のシステムスキーマテーブル (system_schema_mcs.*) のポーリングです。
詳細については、「the section called “キースペースの作成” (p. 118)」を参照してください。

新しいテーブルを作成したが、表示またはアクセスできない
新しいテーブルへのアクセスを試行しているアプリケーションからエラーが送られてきました。
非同期的作成中である新規の Amazon Keyspaces テーブルにアクセスしようとすると、エラーが発生し
ます。例えば、まだ使用できる状態ではないテーブルをクエリしようとすると失敗して unconfigured
table というエラーが表示されます。
InvalidRequest: Error from server: code=2200 [Invalid query] message="unconfigured table
mykeyspace.mytable"

sync_table() でテーブルを表示しようとすると失敗して KeyError が表示されます。
KeyError: 'mytable'

新しいテーブルが使用可能な状態になるタイミングをチェックするための推奨設計パターンと
は、Amazon Keyspaces のシステムスキーマテーブル (system_schema_mcs.*) のポーリングです。
これは作成中のテーブルの出力例です。
user-at-123@cqlsh:system_schema_mcs> select table_name,status from system_schema_mcs.tables
where keyspace_name='example_keyspace' and table_name='example_table';
table_name | status
------------+---------example_table | CREATING
(1 rows)

これはアクティブなテーブルの出力例です。
user-at-123@cqlsh:system_schema_mcs> select table_name,status from system_schema_mcs.tables
where keyspace_name='example_keyspace' and table_name='example_table';
table_name | status
------------+---------example_table | ACTIVE
(1 rows)

詳細については、「the section called “テーブルの作成” (p. 119)」を参照してください。
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Amazon Keyspaces point-in-time リカバリ (PITR) を使用して
テーブルを復元することができない
point-in-time リカバリ (PITR) を使用して Amazon Keyspaces テーブルの復元を試みた際に、復元プロセ
スが開始しても正常に完了しない場合は、この特定のテーブルの復元プロセスに必要なアクセス許可の一
部が設定されていない可能性があります。
Amazon Keyspaces では、ユーザーアクセス許可に加えて、復元プロセス中にプリンシパルに代わってア
クションを実行するためのアクセス許可が必要になる場合があります。これは、テーブルがカスタマーマ
ネージドキーで暗号化されている場合や、着信トラフィックを制限する IAM ポリシーを使用している場合
です。
例えば、IAM ポリシーで条件キーを使用してソーストラフィックを特定のエンドポイントまたは
IP 範囲に制限している場合、復元オペレーションは失敗します。プリンシパルの代わりに Amazon
Keyspaces によってテーブルの復元オペレーションが実行されるようにするには、IAM ポリシーに
aws:ViaAWSService グローバル条件キーを追加する必要があります。
テーブルを復元するためのアクセス許可の詳細については、「the section called “復元許可” (p. 161)」を
参照してください。

INSERT/UPDATE を使用してカスタム有効期限 (TTL) 設定を編
集しようとすると、オペレーションが失敗する
カスタム TTL 値を挿入または更新しようとすると、次のエラーが発生してオペレーションが失敗すること
があります。
TTL is not yet supported.

INSERT または UPDATE のオペレーションを使用して行または列のカスタム TTL 値を指定するには、まず
そのテーブルの TTL を有効にする必要があります。ttl カスタムプロパティを使用すればテーブルの TTL
を有効にすることができます。
テーブルのカスタム TTL 設定を有効にする方法の詳細については、「the section called “カスタムプロパ
ティを使用して既存のテーブルで有効期限 (TTL) を有効にする方法” (p. 176)」を参照してください。

Amazon Keyspaces テーブルにデータをアップロードしようとす
ると、列数の超過に関するエラーが発生する
データをアップロードしていて、同時に更新できる列数を超過した。
このエラーは、テーブルスキーマが最大サイズの 350 KB を超えた場合に発生します。詳細については、
「クォータ (p. 272)」を参照してください。

Amazon Keyspaces テーブルのデータを削除しようとすると、そ
の範囲のために削除が失敗する
パーティションキーでデータを削除しようとすると、削除範囲エラーが表示されます。
このエラーは、1 回の削除オペレーションで 1,000 行以上を削除しようとしたときに発生します。
Range delete requests are limited by the amount of items that can be deleted in a single
range.

詳細については、「the section called “範囲削除” (p. 8)」を参照してください。
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1 つのパーティション内で 1,000 行以上を削除する場合は、次のオプションを検討してください。
• パーティションごとの削除 — パーティションの大部分が 1,000 行未満の場合は、パーティションごとに
データを削除できます。パーティションに含まれている行が 1,000 行以上である場合は、代わりにクラ
スタリング列ごとに削除してください。
• クラスタリング列ごとの削除 — モデルに複数のクラスタリング列が含まれている場合、列階層を使用し
て複数の行を削除できます。クラスタリング列はネスト構造であり、最上位の列に対してオペレーショ
ンを行うことで、多くの行を削除できます。
• 行ごとの削除 — 行を繰り返し処理し、そのフルプライマリキーで各行を削除できます (パーティション
列とクラスタリング列)。
• ベストプラクティスとして、パーティション間での行の分割を検討してください。Amazon Keyspaces
では、テーブルパーティション間でスループットを分散させることをお勧めします。これにより、物
理リソース間でデータとアクセスが均等に分散され、最高のスループットが得られます。詳細について
は、「データモデリング (p. 127)」を参照してください。
高いワークロードに対して削除オペレーションを計画する場合は、次の推奨事項も考慮してください。
• Amazon Keyspaces では、パーティションに含めることができる行数は事実上無制限です。これによ
り、従来の Cassandra ガイダンスである 100 MB よりも「広く」パーティションのスケールを調整でき
ます。時系列や台帳については、時間の経過とともにデータをギガバイト単位で増加させることは珍し
くありません。
• Amazon Keyspaces では、高いワークロードの削除オペレーションを実行する必要がある場合に考慮す
べき圧縮戦略やトゥームストーンはありません。読み取りパフォーマンスに影響を与えることなく、必
要な数のデータを削除できます。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) のコード例とツール
このセクションでは、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のコード例とツールについて説明し
ます。
トピック
• ライブラリと例 (p. 98)
• ハイライトされたサンプルおよびデベロッパーツールのリポジトリ (p. 99)

ライブラリと例
Amazon Keyspaces のオープンソースライブラリとデベロッパーツールは、AWSとAWSサンプルリポジ
トリの GitHub にあります。

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のデベ
ロッパーツールキット
このリポジトリには、Amazon Keyspaces の便利なデベロッパーツールを備えた Docker イメージがあ
ります。例えば、ベストプラクティスを含む CQLSHRC ファイル、オプションの cqlsh 用 AWS 認証
拡張子、一般的なタスクを実行するためのヘルパーツールなどが含まれています。このツールキットは
Amazon Keyspaces 用に最適化されていますが、Apache Cassandra クラスターでも機能します。
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-toolkit.

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の事例
このリポジトリは、Amazon Keyspaces サンプルコードの公式リストです。このリポジトリは言語別にセ
クションに細分されます (「事例」を参照)。各言語には独自の事例サブセクションがあります。これらの
事例では、アプリケーションを構築する際に使用できる一般的な Amazon Keyspaces サービスの実装とパ
ターンが示されています。
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/.

AWS 署名バージョン 4 (SigV4) 認証プラグイン
このプラグインでは、AWS Identity and Access Management (IAM) のユーザーとロールを使用することで
Amazon Keyspaces へのアクセスを管理できます。
Java: https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin。
Node.js: https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-nodejs-driver-plugin。
Python: https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-python-driver-plugin。
Go: https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-gocql-driver-plugin。
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ハイライトされたサンプルおよびデベロッパーツー
ルのリポジトリ
以下は、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) に役立つコミュニティツールのセレクションで
す。

AWS CloudFormationAmazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) メトリクス用の Amazon
CloudWatch ダッシュボードを作成するためのテンプ
レート
このリポジトリには、Amazon Keyspaces CloudWatch のメトリクスをすばやく設定できるAWS
CloudFormationテンプレートがあります。このテンプレートを使用すると、デプロイ可能な事前構築済み
CloudWatch ダッシュボードに一般的に使用されるメトリクスを取り入れることができるので、より簡単
に使用を開始できます。
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-cloudwatch-cloudformation-templates.

AWS Lambda と Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) の使用
リポジトリには、Lambda から Amazon Keyspaces に接続する方法が示されている事例が含まれていま
す。以下に一部の例を示します。
C#/.NET: https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/dotnet/datastax-v3/
connection-lambda。
Java: https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/java/datastax-v4/connectionlambda。
Python Lambda から Amazon Keyspaces をデプロイして使用する方法を示した Lambda 例がもう 1 つあ
り、次のリポジトリから入手できます。
https://github.com/aws-samples/aws-keyspaces-lambda-python

Spring と Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向
け) の使用
これは Spring Boot とともに Amazon Keyspaces を使用する方法の例です。
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/java/datastax-v4/spring

Scala と Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向
け) の使用
これは、Scala とともに SigV4 認証プラグインを使用して Amazon Keyspaces に接続する方法を示した例
です。
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(Apache Cassandra 向け) の使用
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/scala/datastax-v4/connectionsigv4

AWS Glue と Amazon Keyspaces (Apache Cassandra
向け) の使用
これは Amazon KeyspacesAWS Glue の使用方法の例です。
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/scala/datastax-v4/aws-glue

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)
Cassandra クエリ言語 (CQL) を AWS CloudFormation
に変換するコンバーター
本パッケージは、Apache Cassandra クエリ言語 (CQL) スクリプトをAWS CloudFormation
(CloudFormation) テンプレートに変換するコマンドラインツールを実装するものです。このツールを使え
ば、Amazon Keyspaces CloudFormation のスキーマを簡単にスタックで管理できます。
https://github.com/aws/amazon-keyspaces-cql-to-cfn-converter.

Java 向け Apache Cassandra ドライバーの Amazon
Keyspaces (Apache Cassandra 向け) ヘルパー
このリポジトリには、 DataStax Java ドライバーを Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) で使用
する場合のドライバーポリシー、例、およびベストプラクティスが含まれています。
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-java-driver-helpers.

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) 圧縮の
簡単なデモ
このリポジトリは、パフォーマンスの向上およびスループットとストレージのコスト削減を実現できる、
大きなオブジェクトの圧縮、保存、読み取り/書き込み方法を示しています。
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-compression-example.

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) と
Amazon S3 Codec のデモ
カスタムの Amazon S3 Codec では、Amazon S3 オブジェクトに対する UUID ポインターのユーザー設定
可能な透過的マッピングがサポートされています。
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-large-object-s3-demo.

100

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
ストレージ

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) でのサーバーレスリ
ソース管理
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) はサーバーレスです。クラスター内のノードを介してワー
クロードのストレージリソースとコンピューティングリソースのデプロイ、管理、保守を行う代わり
に、Amazon Keyspaces では、ストレージリソースと読み取り/書き込みスループットリソースをテーブル
に直接割り当てます。
この章では、Amazon Keyspaces でのサーバーレスリソース管理について詳しく説明します。Amazon
でサーバーレスリソースをモニタリングする方法については CloudWatch、「」を参照してくださいthe
section called “によるモニタリング CloudWatch” (p. 226)。
トピック
• Amazon Keyspaces のストレージ (p. 101)
• Amazon Keyspaces での読み取り/書き込みキャパシティモード (p. 101)
• Application Auto Scaling でのAmazon Keyspacesの (p. 106)
• Amazon Keyspaces でのバーストキャパシティーを効率的に使用する (p. 116)

Amazon Keyspaces のストレージ
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) では、テーブルに保存されている実際のデータに基づい
て、テーブルにストレージが自動的にプロビジョニングされます。あらかじめテーブルにストレージをプ
ロビジョニングしておく必要はありません。Amazon Keyspaces では、アプリケーションによりデータの
書き込み、更新、削除が実行されるときに、テーブルストレージのスケールが自動で調整されます。従来
の Apache Cassandra クラスターとは異なり、Amazon Keyspaces は、圧縮などといった低レベルのシス
テムオペレーションをサポートするために追加のストレージを必要としません。使用したストレージに対
してのみ課金されます。
Amazon Keyspaces では、デフォルトで、レプリケーション係数が 3 であるキースペースが設定され
ます。このレプリケーション係数は変更できません。Amazon Keyspaces では、高可用性を確保する
ために、複数の AWS アベイラビリティーゾーンにおいて、データが自動的に 3 回レプリケートされま
す。Amazon Keyspaces ストレージの GB あたりの料金には、あらかじめレプリケーション料が含まれて
います。詳細については、「Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) Pricing」(Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 向け) の料金) を参照してください。
Amazon Keyspaces では、テーブルサイズの継続的監視によりストレージ料金が決定されます。Amazon
Keyspaces における課金対象のデータサイズの詳しい計算方法については、「the section called “行サイズ
の計算” (p. 122)」を参照してください。

Amazon Keyspaces での読み取り/書き込みキャパ
シティモード
Amazon Keyspaces には、テーブルで読み込みおよび書き込みを処理するための読み取り/書き込みキャパ
シティモードが 2 つあります。
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• オンデマンド (デフォルト)
• プロビジョン済み
読み取り/書き込みキャパシティモードを選択すると、読み取りと書き込みのスループットの料金体系、お
よびテーブルスループットキャパシティの管理状態を制御できます。
トピック
• オンデマンドキャパシティモード (p. 102)
• プロビジョンドスループット性能モード (p. 103)
• キャパシティモードの管理および表示 (p. 105)
• キャパシティモードの変更時の考慮事項 (p. 105)

オンデマンドキャパシティモード
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のオンデマンドキャパシティモードは、キャパシティ計画
なしで 1 秒あたりに数千ものリクエストを処理できる柔軟な請求オプションです。このオプションには、
pay-per-request 読み取りおよび書き込みリクエストの料金が用意されているため、使用した分だけ課金さ
れます。
オンデマンドモードを選択すると、Amazon Keyspaces により、テーブルのスループットキャパシティを
以前に到達したトラフィックレベルまで即座に拡張でき、アプリケーショントラフィックが減少した時点
で元に戻すことができます。ワークロードのトラフィックレベルが新たなピークに達すると、サービスは
瞬時に適応してテーブルのスループットキャパシティを増やします。新規テーブルと既存のテーブルの両
方で、オンデマンドキャパシティモードを有効にできます。
以下の条件のいずれかに該当する場合、オンデマンドモードは適切なオプションです。
• 不明なワークロードを含む新しいテーブルを作成します。
• アプリケーションのトラフィックが予測不可能です。
• わかりやすい従量課金制の支払いを希望します。
オンデマンドモードを開始するには、コンソールまたは数行の Cassandra クエリ言語 (CQL) コードを使
用して、新規のテーブルを作成するか、既存のテーブルを更新して、オンデマンドキャパシティモードを
使用することができます。詳細については、「the section called “テーブル” (p. 261)」を参照してくださ
い。
トピック
• 読み取りリクエスト単位と書き込みリクエスト単位 (p. 102)
• ピークトラフィックとスケーリングプロパティ (p. 103)
• オンデマンドキャパシティモードの初期スループット (p. 103)

読み取りリクエスト単位と書き込みリクエスト単位
オンデマンドキャパシティモードのテーブルでは、アプリケーションによりあらかじめ使用されるこ
とが予測される読み取りスループットと書き込みスループットを指定する必要はありません。Amazon
Keyspaces では、読み込みリクエスト単位 (RRU) と書き込みリクエスト単位 (WRU) に関して、テーブル
に対して実行する読み取りと書き込みの料金が発生します。
• 1 RRU は、最大 4 KB の行に対して、LOCAL_QUORUM 読み取りリクエスト 1 件、または LOCAL_ONE
リクエスト 2 件を表します。4 KB より大きい行を読み取る必要がある場合、読み取りオペレーショ
ンには追加の RRU が使用されます。必要な RRU の総数は、行サイズと、LOCAL_QUORUM または
LOCAL_ONE の読み取り整合性の使用の有無によって異なります。例えば、8 KB の行の読み取りに
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は、LOCAL_QUORUM 読み取り整合性を使用する 場合は 2 RRU、LOCAL_ONE 読み取り整合性を選択し
た場合は 1 RRU が必要です。
• 1 WRU は、最大で 1 KB の行 1 つに対する 1 回の書き込みを表します。すべての書き込みでは
LOCAL_QUORUM 整合性が使用されており、軽量トランザクション (LWT) の使用には追加料金はかかり
ません。1 KB より大きい行を書き込む必要がある場合、書き込みオペレーションでは追加の WRU が
使用されます。必要な WRU の総数は、行サイズに応じて異なります。例えば、行サイズが 2 KB の場
合、1 件の書き込みリクエストを実行するには 2 WRU が必要です。
サポートされている整合性レベルの詳細については、「the section called “サポートされている Cassandra
の整合性レベル” (p. 13)」を参照してください。

ピークトラフィックとスケーリングプロパティ
オンデマンドキャパシティモードが使用されている Amazon Keyspaces テーブルは、アプリケーションの
トラフィックボリュームに自動的に適応します。オンデマンドキャパシティーモードは、テーブルにおけ
る前のピークトラフィックの最大 2 倍まで瞬時に対応します。例えば、アプリケーションのトラフィック
パターンは、1 秒あたりの LOCAL_QUORUM 読み取り数 5,000～10,000 の範囲で変動する可能性がありま
す。1 秒あたりの読み取り数 10,000 は過去のトラフィックピークです。
このパターンでは、オンデマンドキャパシティモードは、1 秒あたりの最大読み取り数 20,000 の持続トラ
フィックに即座に対応します。アプリケーションによって 1 秒あたりの読み取り数 20,000 のトラフィッ
クを維持する場合、そのピークは新たに過去のピークになり、その後のトラフィックでは 1 秒あたりの最
大読み取り数が 40,000 に到達できます。
1 つのテーブルで過去のピークの 2 倍以上が必要な場合、Amazon Keyspaces では、トラフィックボ
リュームの増加に合わせて、割り当るキャパシティが自動的に増加されます。これにより、そのテーブル
に、追加のリクエストを処理できるだけの十分なスループットキャパシティがあることを確認できます。
ただし、30 分以内に過去のピークの 2 倍を超えると、スループットキャパシティ不足エラーが発生する可
能性があります。
例えば、読み取りの整合性が強力で、アプリケーションのトラフィックパターンが 1 秒あたりの読み取り
数 5,000～10,000 の範囲で変動し、1 秒あたりの読み取り数 20,000 が過去に到達したトラフィックピーク
である場合を考えてみます。この場合、このサービスでは、1 秒あたりの最大読み取り数 40,000 に到達す
る 30 分以上前の段階で、トラフィックを増やすことが推奨されます。
アカウントのデフォルトクォータの詳細およびクォータを引き上げる方法については、「クォー
タ (p. 272)」を参照してください。

オンデマンドキャパシティモードの初期スループット
オンデマンドキャパシティモードが有効になっている新規のテーブルを作成した場合、または、初めて既
存のテーブルを最近初めてオンデマンドキャパシティモードに切り替えた場合に、テーブルには、過去に
オンデマンドキャパシティモードでトラフィックが扱われたことがなくても、以下に示す過去のピーク設
定があります。
• オンデマンドキャパシティーモードで新たに作成されたテーブル:過去のピークは、2,000 WRU と 6,000
RURU です。過去のピークを即座に 2 倍まで引き上げることができます。これにより、新たに作成され
たオンデマンドテーブルにおいて、最大で 4,000 WRU および 12,000 RURU を処理できます。
• オンデマンドキャパシティモードに切り替えられた既存のテーブル: 過去のピークは、テーブルにプロビ
ジョニングされた過去の WCU と RCU の半分、またはオンデマンドキャパシティモードで新しく作成
されたテーブルの設定の、どちらか高い方になります。

プロビジョンドスループット性能モード
プロビジョンドスループット性能モードを選択した場合は、アプリケーションに必要な 1 秒あたりの読み
込みと書き込みの回数を指定します。これにより、Amazon Keyspaces の使用量を管理することで、定
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義済みのリクエストレート以下を維持して料金を最適化し、予測可能性を維持することができます。プロ
ビジョンドスループットのオートスケーリングの詳細については、「the section called “Application Auto
Scaling でのスループット容量の管理” (p. 106)」を参照してください。
以下の条件のいずれかに該当する場合、プロビジョンドスループット性能モードは適切なオプションで
す。
• アプリケーションのトラフィックが予測可能です。
• トラフィックが一定している、または徐々に増加するアプリケーションを実行します。
• キャパシティの要件を予測して価格を最適化することができます。

読み取りキャパシティユニットと書き込みキャパシティユニット
プロビジョンドスループット性能モードのテーブルでは、読み取りキャパシティユニット (RCU) と書き込
みキャパシティユニット (WCU) の観点でスループットキャパシティを指定できます。
• 1 RCU は、最大 4 KB の 1 行に対して、1 秒あたり 1 回の LOCAL_QUORUM 読み取り、または 1 秒あた
り 2 回の LOCAL_ONE 読み取りを表しています。4 KB より大きい行を読み取る必要がある場合、読み取
りオペレーションには追加の RCU が使用されます。
必要な RCU の総数は、行サイズ、および、LOCAL_QUORUM と LOCAL_ONE の読み取りのどちらを使用
するかによって異なります。例えば、行サイズが 8 KB の場合、1 秒あたり 1 回の LOCAL_QUORUM 読み
取りを維持するには 2 RCU が必要になり、LOCAL_ONE 読み取りを選択した場合は 1 RCU が必要にな
ります。
• 1 WCU は、最大 1 KB の 1 行 に対する 1 回の書き込みを表します。すべての書き込みでは
LOCAL_QUORUM 整合性が使用されており、軽量トランザクション (LWT) の使用には追加料金はかかり
ません。1 KB より大きい行を書き込む必要がある場合、書き込みオペレーションでは追加の WCU が使
用されます。
必要な WCU の総数は、行サイズに応じて異なります。例えば、行サイズが 2 KB の場合、1 秒あたり 1
件の書き込みリクエスト処理を維持するには 2 WCU が必要です。
アプリケーションでこれより大きな行 (上限は Amazon Keyspaces の最大行サイズ 1 MB) の読み取りまた
は書き込みが行われると、消費されるキャパシティユニットがさらに増えます。行サイズを見積もる方法
については、「the section called “行サイズの計算” (p. 122)」を参照してください。例えば、6 RCU と 6
WCU のプロビジョニングされたテーブルを作成するとします。これらの設定により、アプリケーション
で次のことが可能になります。
• 1 秒あたり最大 24 KB の LOCAL_QUORUM 読み取りの実行 (4 KB × 6 RCU)。
• 1 秒あたり最大 48 KB の LOCAL_ONE 読み取りの実行 (読み取りスループットは 2 倍)
• 1 秒あたり最大 6 KB の書き込みの実行 (1 KB × 6 WCU)。
プロビジョンドスループットとは、アプリケーションによりテーブルから消費されるスループットキャパ
シティの上限です。アプリケーションがプロビジョンドスループット性能を超えると、キャパシティ不足
エラーが発生する可能性があります。
例えば、十分なスループットキャパシティがない読み取りリクエストは、Read_Timeout 例外が発生して
失敗し、ReadThrottleEvents メトリクスに投稿されます。十分なスループットキャパシティがない書
き込みリクエストは、Write_Timeout 例外が発生して失敗し、WriteThrottleEvents メトリクスに
投稿されます。
Amazon CloudWatch を使用して、プロビジョンドスループットメトリクス、実際のスループットメトリ
クス、キャパシティ不足イベントを監視できます。これらのメトリクスの詳細については、「the section
called “メトリクスとディメンション” (p. 228)」を参照してください。
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Note
キャパシティ不足によるエラーが繰り返し発生すると、クライアント側のドライバー固有例外
が発生する可能性があります。例えば、 DataStax Java ドライバーは「」を参照してくださ
いNoHostAvailableException。
テーブルのスループットキャパシティ設定を変更する場合は、AWS Management Console や、CQL を
使用する ALTER TABLE ステートメントを使用できます。詳細については「the section called “ALTER
TABLE” (p. 263)」を参照してください。
アカウントのデフォルトクォータの詳細およびクォータを引き上げる方法については、「クォー
タ (p. 272)」を参照してください。

キャパシティモードの管理および表示
Amazon Keyspaces システムキースペースでシステムテーブルのクエリを実行して、テーブルに関する
キャパシティモード情報を確認することができます。テーブルにオンデマンドスループット性モードまた
はプロビジョンドスループット性能モードが使用されているかどうかも確認できます。テーブルにプロビ
ジョンドスループット性能モードが設定されている場合、テーブルにプロビジョニングされたスループッ
トキャパシティを確認できます。
例
SELECT * from system_schema_mcs.tables where keyspace_name = 'mykeyspace' and table_name =
'mytable';

オンデマンドキャパシティモードで設定されたテーブルからは、次の結果が返されます。
{

'capacity_mode': {
'last_update_to_pay_per_request_timestamp': '1579551547603',
'throughput_mode': 'PAY_PER_REQUEST'
}

}

プロビジョンドスループット性能モードで構成されたテーブルからは、次の結果が返されます。
{

}

'capacity_mode': {
'last_update_to_pay_per_request_timestamp': '1579048006000',
'read_capacity_units': '5000',
'throughput_mode': 'PROVISIONED',
'write_capacity_units': '6000'
}

last_update_to_pay_per_request_timestamp 値はミリ秒単位で測定されます。
テーブルのプロビジョンドスループット性能を変更するには、the section called “ALTER
TABLE” (p. 263) を使用します。

キャパシティモードの変更時の考慮事項
テーブルをプロビジョンドキャパシティモードからオンデマンドキャパシティモードに切り替える
と、Amazon Keyspaces によりテーブルおよびパーティションの構造にいくつかの変更が加えられます。
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この処理には数分かかることもあります。切り替え期間中、テーブルでは、以前にプロビジョニングされ
た WCU および RCU の両方と整合性のあるスループットが得られます。
オンデマンドキャパシティモードからプロビジョンドキャパシティモードに戻すと、テーブルでは、テー
ブルがオンデマンドキャパシティモードに設定されたときに到達した前のピークと整合性のあるスルー
プットが得られます。

Note
24 時間ごとに 1 回、読み込み/書き込みキャパシティーモードを切り替えることができます。

Application Auto Scaling でのAmazon Keyspacesの
多くのデータベースワークロードは本質的に循環的なものであり、そうでない場合は前もって予測するこ
とは困難です。例えば、日中の時間帯に大部分のユーザーがアクティブなソーシャルネットワーキング
アプリがあるとします。データベースは日中のアクティビティを処理できる必要がありますが、夜間のス
ループットに同じレベルは必要ありません。
別の例としては、急速に導入された新しいモバイルゲームアプリが挙げられます。ゲームが非常に人気に
なると、利用可能なデータベースリソースを超過し、パフォーマンスが低下して顧客が不満を感じること
があります。この種のワークロードでは多くの場合、手動介入によってデータベースリソースを使用レベ
ルに応じて上下させる必要があります。
Amazon Keyspaces（Apache Cassandra の場合）は、実際のアプリケーショントラフィックに応じてス
ループット容量を自動的に調整することで、可変ワークロードのスループット容量を効率的にプロビジョ
ニングするのに役立ちます。Amazon Keyspaces は、アプリケーションに代わって Auto Scaling サービス
を使用して、テーブルの読み取りおよび書き込み容量を増減します。Application Auto Scaling の詳細につ
いては、「」を参照してください。アプリケーション Auto Scaling ユーザーガイド。

Note
Amazon Keyspaces の自動スケーリングをすばやく開始するには、「」を参照してくださ
い。the section called “コンソールの使用” (p. 108)。Cassandra クエリ言語 (CQL) では Amazon
Keyspaces のスケーリングポリシーを管理することはできません。Amazon Keyspaces スケー
リングポリシーをプログラムで管理する方法については、「」を参照してください。the section
called “プログラムによる管理” (p. 111)。

Amazon Keyspaces 自動スケーリングの仕組み
次の図表は、Amazon Keyspaces の自動スケーリングによるテーブルのスループット容量の管理方法につ
いて、高レベルの概要を示しています。
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テーブルの自動スケーリングを有効にするには、スケーリングポリシー。スケーリングポリシーは、テー
ブルに対して読み込みキャパシティーまたは書き込みキャパシティー（またはその両方）およびプロビ
ジョニングされたキャパシティーユニット設定をスケーリングするかどうかを指定します。
スケーリングポリシーでは、ターゲット使用率。ターゲット使用率は、ある時点でのプロビジョニングさ
れたキャパシティーユニットに対する消費された容量単位の割合がパーセンテージで示されます。Auto
Scaling はのターゲットの追跡実際のワークロードに応じて、テーブルのプロビジョンされたスループット
を上下に調整するアルゴリズム。これにより、実際の容量使用率がターゲット使用率またはその近くに維
持されます。
読み取りおよび書き込み容量に対して、Auto Scaling ターゲット使用率の値を 20% から 90% の間で設定
できます。デフォルトのターゲット使用率は 70% です。トラフィックが急速に変化し、キャパシティの
スケールアップを早く開始したい場合は、目標使用率を低い割合に設定できます。アプリケーショントラ
フィックの変化が遅く、スループットのコストを削減したい場合は、ターゲット使用率を高いレートに設
定することもできます。スケーリングポリシーの詳細については、「」を参照してください。Application
Auto Scaling のターゲット追跡スケーリングポリシー。
スケーリングポリシーを作成すると、Application Auto Scaling は 2 つのペアの Amazon を作成しま
す。CloudWatchはユーザーに代わってアラームを送信します。各ペアはプロビジョニングされたスルー
プット設定および消費されたスループット設定の上下の境界を示します。CloudWatch アラームは、テー
ブルの実際の使用率が一定期間ターゲット使用率を逸脱したときにトリガーされます。Amazonの詳細を
確認する手順CloudWatch「」を参照してください。アマゾンCloudWatchユーザーガイド。
次のうちの1つCloudWatchアラームがトリガーされると、Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) は通知を送信します (有効にしている場合)。-CloudWatchその後 alarm は Application Auto Scaling
をトリガーしてスケーリングポリシーを評価します。これにより、テーブルのプロビジョン容量を必要に
応じて調整するように Amazon Keyspaces に対して Alter Table リクエストを発行します。Amazon SNS
通知の詳細については、「」を参照してください。Amazon SNS 通知の設定。
Amazon Keyspaces は、テーブルのプロビジョンスループット容量を増減してターゲット使用率に近づけ
るようにすることで、Alter Table リクエストを処理します。

Note
Amazon Keyspaces の自動スケーリングは、実際のワークロードの増減が数分間維持された場合
にのみ、プロビジョニングされたスループット設定を変更します。Application Auto Scaling ター
ゲット追跡アルゴリズムはターゲット使用率を選択した値の付近に長期に渡って維持しようと
します。アクティビティの急激かつ短時間の上昇は、テーブルに組み込まれたバーストキャパシ
ティーで対応されます。

使用に関する注意事項
Amazon Keyspaces の自動スケーリングの使用を開始する前に、以下を確認する必要があります。
• Amazon Keyspaces の自動スケーリングは、スケーリングポリシーに従って、読み込み容量や書き込み
容量を必要に応じて増加させます。で説明されているように、すべての Amazon Keyspaces クォータは
有効です。クォータ (p. 272)。
• Amazon Keyspaces の自動スケーリングにより、プロビジョニングされたスループット設定を手動
で変更できなくなることはありません。これらの手動調整は既存のものに影響することはありません
CloudWatchスケーリングポリシーにアタッチされたアラーム。
• コンソールを使用してプロビジョニングされたスループットキャパシティーを持つテーブルを作成する
と、Amazon Keyspaces の自動スケーリングはデフォルトで有効になります。Auto Scaling の設定はい
つでも変更できます。詳細については、「the section called “コンソールの使用” (p. 108)」を参照して
ください。
• ... を使用している場合AWS CloudFormationスケーリングポリシーを作成するには、次の場所からス
ケーリングポリシーを管理する必要があります。AWS CloudFormationスタックがスタックテンプレー
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トと同期するようにします。Amazon Keyspaces または Application Auto Scaling からスケーリングポ
リシーを変更すると、これらのポリシーは、AWS CloudFormationスタックがリセットされたときのス
タックテンプレート。
• ... を使用した場合CloudTrailAmazon Keyspaces の自動スケーリングを監視するには、設定検証
プロセスの一部として、Application Auto Scaling によって行われた呼び出しに関するアラート
が表示される場合があります。これらのアラートは、invokedByフィールド。applicationautoscaling.amazonaws.comこれらの検証チェックのために。

コンソールで Amazon Keyspaces の自動スケーリン
グポリシーを管理する
コンソールを使用して、新規および既存のテーブルに対して Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有
効にできます。コンソールを使用して自動スケーリング設定を変更したり、自動スケーリングを無効にし
たりすることもできます。

Note
スケールインおよびスケールアウトのクールダウン時間の設定など、より高度な機能には、AWS
Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、Amazon Keyspaces のスケーリングポリシーを
プログラムで管理します。詳細については、「Amazon Keyspaces のスケーリングポリシーをプ
ログラム的に管理する (p. 111)」を参照してください。
トピック
• 開始する前に: Amazon Keyspaces の自動スケーリングに対するユーザー権限の付与 (p. 108)
• Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有効にして新しいテーブルを作成する (p. 109)
• 既存のテーブルで Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有効にする (p. 110)
• Amazon Keyspaces の自動スケーリング設定の変更または無効化 (p. 110)
• コンソールで Amazon Keyspaces の自動スケーリングアクティビティを表示する (p. 110)

開始する前に: Amazon Keyspaces の自動スケーリングに対する
ユーザー権限の付与
開始するには、自動スケーリング設定を作成および管理するための適切な権限がユーザーに与えられて
いることを確認します。EclipseAWS Identity and Access Management(IAM) では、AWSマネージドポリ
シーAmazonKeyspacesFullAccessAmazon Keyspaces のスケーリングポリシーを管理するには、が必
要です。

Important
application-autoscaling:*テーブルの自動スケーリングを無効にするには、権限が必要で
す。自動スケーリングは、the section called “既存のテーブルで自動スケーリングを無効にしま
す。スケーラブルなターゲットを登録解除する” (p. 116)テーブルを削除する前に。
Amazon Keyspaces コンソールアクセスと Amazon Keyspaces の自動スケーリング用の IAM ユーザーを
設定するには、次のポリシーを追加します。

をアタッチするにはAmazonKeyspacesFullAccess政策
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.

IAM コンソールダッシュボードで [Users (ユーザー)] を選択してから、リストから IAM ユーザーを選
択します。
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3.

[Summary] ページで、[Add permissions] を選択します。

4.

[Attach existing policies directly (既存のポリシーを直接添付する)] を選択します。

5.

ポリシーのリストで、[] を選択します。AmazonKeyspacesFullAccess[] を選択してから、次へ: 確認.

6.

[Add permissions] (許可の追加) を選択します。

Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有効にして新しいテー
ブルを作成する
Note
Amazon Keyspaces の自動スケーリングには、サービスにリンクされたロールが存在する必要が
あります (AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable) がユーザーに
代わって自動スケーリングアクションを実行する。このロールは自動的に作成されます。詳細に
ついては、「the section called “サービスリンクロールの使用” (p. 223)」を参照してください。

自動スケーリングを有効にして新しいテーブルを作成するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleの順にクリックし、Amazon Keyspaces コンソール
を次の場所で開きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。

2.

ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) を選択して、[Create table] (テーブルの作成) を選択しま
す。

3.

リポジトリの []Create tableページのテーブルの詳細セクションで、キースペースを選択し、新しい
テーブルの名前を指定します。

4.

左スキーマセクションで、テーブルのスキーマを作成します。

5.

左テーブル設定セクションで、[] を選択します。設定のカスタマイズ。

6.

[] に進みます。読み込み/書き込みキャパシティー設定。

7.

を使用する場合キャパシティーモードで、プロビジョンド。

8.

左読み込みキャパシティーセクションで、それを確認します。自動的にスケーリングするが選択され
ています。
このステップでは、テーブルの最小および最大読み取りキャパシティーユニットと、ターゲット使用
率を選択します。
• 最小キャパシティーユニット：テーブルが常にサポートする準備が整っているスループットの最小
レベルの値を入力します。この値は、アカウントの 1 ～ 1 秒あたりの最大スループット (デフォル
トは 40,000) の間でなければなりません。
• 最大キャパシティーユニット— テーブルにプロビジョニングするスループットの最大量を入力しま
す。この値は、アカウントの 1 ～ 1 秒あたりの最大スループット (デフォルトは 40,000) の間でな
ければなりません。
• ターゲット使用率— 目標使用率を 20% ～ 90% の範囲で入力します。トラフィックが定義された
ターゲット使用率を超えると、キャパシティは自動的にスケールアップされます。トラフィックが
定義されたターゲットを下回ると、トラフィックは自動的に再びスケールダウンされます。

Note
アカウントのデフォルトクォータの詳細およびクォータを引き上げる方法については、「」
を参照してください。クォータ (p. 272)。
9.

左書き込み容量セクションで、前のステップで定義した読み取りキャパシティと同じ設定を選択する
か、書き込みキャパシティの値を手動で入力します。

10. [Create table] を選択します。指定した自動スケーリングパラメータを使用してテーブルが作成されま
す。
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Note
Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有効にすることは、コンソールに表示される
Cassandra クエリ言語 (CQL) コマンドには含まれません。これは、Application Auto Scaling を使
用してテーブルをスケーラブルなターゲットとして登録する別の API 呼び出しを使用して完了し
ます。

既存のテーブルで Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有
効にする
Note
Amazon Keyspaces の自動スケーリングには、サービスにリンクされたロールが存在する必要が
あります (AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable) がユーザーに
代わって自動スケーリングアクションを実行する。このロールは自動的に作成されます。詳細に
ついては、「the section called “サービスリンクロールの使用” (p. 223)」を参照してください。

既存のテーブルに対して Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有効にするには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleの順にクリックし、Amazon Keyspaces コンソール
を次の場所で開きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。

2.
3.

使用するテーブルを選択してから、[] を選択します。キャパシティー設定の変更。
Select自動的にスケーリングするのステップ 6 を参照してください。Amazon Keyspaces の自動ス
ケーリングを有効にして新しいテーブルを作成する (p. 109)をクリックして、読み込みおよび書き込
み容量を編集します。
自動スケーリング設定を定義したら、保存。

4.

Note
Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有効にすることは、コンソールに表示される CQL コ
マンドには含まれません。これは、Application Auto Scaling を使用してテーブルをスケーラブル
なターゲットとして登録する別の API 呼び出しを使用して完了します。

Amazon Keyspaces の自動スケーリング設定の変更または無効化
♪AWS Management Consoleをクリックして、Amazon Keyspaces の自動スケーリング設定を変更しま
す。これを行うには、編集するテーブルに移動し、キャパシティー設定の変更。この設定は、読み込み
キャパシティーまたは書き込み容量セクション. これらの設定の詳細については、「Amazon Keyspaces
の自動スケーリングを有効にして新しいテーブルを作成する (p. 109)」を参照してください。
Amazon Keyspaces の自動スケーリングを無効にするには、選択を解除します。自動的にスケーリングす
る。自動スケーリングを無効にすると、テーブルをスケーラブルターゲットとして登録解除します。テー
ブルにアクセスするためにApplication Auto Scaling が使用するサービスにリンクされたロールを削除する
には、「」の手順を行います。??? (p. 224)。

Note
Application Auto Scaling が使用するサービスにリンクされたロールを削除するには、アカウント
内のすべてのテーブルの自動スケーリングを無効にする必要があります。AWS リージョン。

コンソールで Amazon Keyspaces の自動スケーリングアクティ
ビティを表示する
Amazon を使用して、Amazon Keyspaces の自動スケーリングがリソースをどのように使用するかを監視
できます。CloudWatchを使用して、使用状況とパフォーマンスに関するメトリクスを生成します。の手順
を行います。Application Auto Scalingユーザーガイド作成するにはCloudWatchダッシュボード。
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Amazon Keyspaces のスケーリングポリシーをプログ
ラム的に管理する
Amazon Keyspaces の自動スケーリング設定を更新して管理するには、AWS Command Line
Interface(AWS CLI) またはAWSアピ。Amazon Keyspaces のスケーリングポリシーは、Cassandra クエ
リ言語 (CQL) を使用して管理できません。このトピックでは、を使用してプログラムで管理できる自動ス
ケーリングタスクの概要について説明します。AWS CLI。
Application Auto Scaling の詳細についてはAWS CLIこのトピックで説明するコマンドについては、次を参
照してください。アプリケーションによる自動スケーリングのAWS CLIコマンドリファレンス。の使用方
法の詳細については、AWSAPI については、次を参照してください。Application Auto Scaling API リファ
レンス。
トピック
• スタートする前に (p. 111)
• 既存のテーブルで自動スケーリングを有効にします。スケーラブルターゲットを登録する (p. 111)
• Application Auto Scaling に登録されたスケーラブルターゲット (p. 112)

スタートする前に
を開始する前に、次のタスクを完了する必要があります。

許可の設定
まだ作成していない場合は、ユーザーが自動スケーリング設定を作成および管理するための適切な権限を
設定する必要があります。EclipseAWS Identity and Access Management(IAM) は、AWSマネージドポリ
シーAmazonKeyspacesFullAccessAmazon Keyspaces のスケーリングポリシーを管理するには、が必
要です。詳細なステップについては、次を参照してください。the section called “開始する前に: Amazon
Keyspaces の自動スケーリングに対するユーザー権限の付与” (p. 108)。

AWS CLI をインストールする
まだ AWS CLI をインストールして設定していない場合は、インストールして設定する必要があります。
これを行うには、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドをクリックし、次の手順に従ってくださ
い。
• AWS CLI のインストール
• AWS CLI の設定

既存のテーブルで自動スケーリングを有効にします。スケーラブ
ルターゲットを登録する
既存の Amazon Keyspaces テーブルの場合、Application Auto Scaling を使用して、テーブルの書き込み
容量または読み取り容量をスケーラブルなターゲットとして登録できます。これにより、Application Auto
Scaling は、指定したテーブルのプロビジョンされた書き込み容量または読み取り容量を調整できます。
以下の例では、登録します。mytable容量単位は 5～10 の範囲内の書き込み容量を持つスケーラブルター
ゲットです。

Note
Amazon Keyspaces の自動スケーリングを実行するには、サービスにリンクされたロールが必要
です (AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable) は、ユーザーに代
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わって自動スケーリングアクションを実行します。このロールは自動的に作成されます。詳細に
ついては、「the section called “サービスリンクロールの使用” (p. 223)」を参照してください。
次のコマンドを入力して、テーブルをスケーラブルターゲットとして登録します。
aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace cassandra \
--resource-id "keyspace/mykeyspace/table/mytable" \
--scalable-dimension "cassandra:table:WriteCapacityUnits" \
--min-capacity 5 \
--max-capacity 10

Application Auto Scaling に登録されたスケーラブルターゲット
次のコマンドを使用して登録の詳細を表示します。
aws application-autoscaling describe-scalable-targets
--service-namespace cassandra
--resource-ids "keyspace/mykeyspace/table/mytable"

このコマンドの出力は次のようになります。
{

"ScalableTargets": [
{
"ServiceNamespace": "cassandra",
"ResourceId": "keyspace/mykeyspace/table/mytable",
"ScalableDimension": "cassandra:table:WriteCapacityUnits",
"MinCapacity": 5,
"MaxCapacity": 10,
"RoleARN": "arn:aws:iam::012345678910:role/awsservice-role/cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
"CreationTime": 1587495787.412,
"SuspendedState": {
"DynamicScalingInSuspended": false,
"DynamicScalingOutSuspended": false,
"ScheduledScalingSuspended": false
}
}
]
}

Application Auto Scaling に登録されたスケーラブルターゲット
次のコマンドを使用して登録の詳細を表示します。
aws application-autoscaling describe-scalable-targets \
--service-namespace cassandra \
--resource-id "keyspace\mytable"

スケーリングポリシーを作成する
プログラムで自動スケーリング設定を管理するには、テーブルのスケーリングポリシーを作成します。ポ
リシーでは、Application Auto Scaling がテーブルのプロビジョンされたスループットを調整するように指
示する条件と、その場合に実行するアクションを定義します。この例では、このポリシーを、以前に定義
したスケーラブルターゲットに関連付けます (の容量単位を書き込みます)。mytableテーブル)。
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ポリシーには、次の要素が含まれます。
• PredefinedMetricSpecification— Application Auto Scaling が調整できるメトリクス。Amazon
Keyspaces の場合、次の値が有効な値です。PredefinedMetricType:
• CassandraReadCapacityUtilization
• CassandraWriteCapacityUtilization
• ScaleOutCooldown— スケールアウトアクティビティは、テーブルのプロビジョンされたスループッ
トを増加させます。スケールアウトアクティビティのクールダウン期間を追加するには、の値を秒単位
で指定します。ScaleOutCooldown。デフォルト値は 0 です。詳細については、「」を参照してくだ
さい。Application Auto Scaling ユーザーガイドの「ターゲット追跡スケーリングポリシー」。
• ScaleInCooldown— スケールインアクティビティによって、テーブルのプロビジョニングされたス
ループットが低下します。スケールインアクティビティのクールダウン期間を追加するには、の値を秒
単位で指定します。ScaleInCooldown。デフォルト値は 0 です。詳細については、「」を参照してく
ださい。Application Auto Scaling ユーザーガイドの「ターゲット追跡スケーリングポリシー」。
• TargetValue— Application Auto Scaling は、プロビジョンされた容量に対する消費容量の比率がこの
値またはそれに近いままになるようにします。TargetValue をパーセンテージとして定義します。

Note
TargetValue がどのように機能するかをさらに理解するために、書き込み容量単位が 200 で、
プロビジョンされたスループット設定を持つテーブルがあるとします。このテーブルのスケーリ
ングポリシーを作成することにしました。TargetValue は 70% です。
ここで、実際の書き込みスループットが 150 容量単位になるように、テーブルへの書き込みトラ
フィックを駆動し始めたとします。-consumed-to-provisioned比率は (150/200)、つまり 75% で
す。この比率は目標を超えているため、Application Auto Scaling はプロビジョンされた書き込み
容量を 215 に増やし、比率が (150/215)、つまり 69.77% になるようにします。これは、可能な
限り TargetValue に近いですが、超えないようにしてください。
を使用する場合mytableと設定するとTargetValue50% までです。Application Auto Scaling は、テーブ
ルのプロビジョンされたスループットを 5～10 容量単位の範囲内で調整します (既存のテーブルで自動ス
ケーリングを有効にします。スケーラブルターゲットを登録する (p. 111)) となるようにconsumed-toprovisioned比率は 50% またはそれに近いままです。ScaleOutCooldown と ScaleInCooldown の値を
60 秒に設定します。
1.

次の例のように、テーブルに適用するポリシーを含むファイルを作成します。次に、この例では、
ファイルを名前を付けて保存します。scaling-policy.json。
{

}

2.

"PredefinedMetricSpecification": {
"PredefinedMetricType": "CassandraWriteCapacityUtilization"
},
"ScaleOutCooldown": 60,
"ScaleInCooldown": 60,
"TargetValue": 50.0

次の AWS CLI コマンドを使用してポリシーを作成します。
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
--service-namespace cassandra \
--resource-id "keyspace/mykeyspace/table/mytable" \
--scalable-dimension "cassandra:table:WriteCapacityUnits" \
--policy-name "MyScalingPolicy" \
--policy-type "TargetTrackingScaling" \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://scaling-policy.json
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このコマンドの出力に、CloudWatchApplication Auto Scaling が作成するアラームです。消費された上限容
量と下限に対応し、スケーリング目標範囲の上限と下限に対応します。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:uswest-2:012345678910:scalingPolicy:8d606c33-2078-4f37-8305-36e89c56a779:resource/cassandra/
keyspace/mykeyspace/table/mytable:policyName/MyScalingPolicy",
"Alarms": [
{
"AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-AlarmHighd421fec6-fa82-44b4-aab6-6a9bfb6f0ced",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:TargetTrackingkeyspace/mykeyspace/table/mytable-AlarmHigh-d421fec6-fa82-44b4-aab6-6a9bfb6f0ced"
},
{
"AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableAlarmLow-04479372-e50b-4652-a06d-b3055744ae23",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:TargetTrackingkeyspace/mykeyspace/table/mytable-AlarmLow-04479372-e50b-4652-a06d-b3055744ae23"
},
{
"AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableMCSProvisionedCapacityHigh-c6a26783-837e-4f70-919e-1fbe4362b6ab",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:TargetTrackingkeyspace/mykeyspace/table/mytable-MCSProvisionedCapacityHighc6a26783-837e-4f70-919e-1fbe4362b6ab"
},
{
"AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableMCSProvisionedCapacityLow-e1ce121a-48ea-4148-ace2-25c5f854c215",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:TargetTrackingkeyspace/mykeyspace/table/mytable-MCSProvisionedCapacityLow-e1ce121a-48ea-4148ace2-25c5f854c215"
}
]
}

スケーリングポリシーを表示する
以下を使用できます。AWS CLIコマンドを実行して、既存のスケーリングポリシーの詳細を表示します。
aws application-autoscaling describe-scaling-policies \
--service-namespace cassandra \
--resource-ids "keyspace/mykeyspace/table/mytable" \
--policy-name "MyScalingPolicy"

このコマンドの出力には、スケーリングポリシーの詳細と、CloudWatchApplication Auto Scaling が作成
するアラームです。消費された上限容量と下限に対応し、スケーリング目標範囲の上限と下限に対応しま
す。
{

"ScalingPolicies": [
{
"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:uswest-2:012345678910:scalingPolicy:8d606c33-2078-4f37-8305-36e89c56a779:resource/cassandra/
keyspace/mykeyspace/table/mytable:policyName/MyScalingPolicy",
"PolicyName": "MyScalingPolicy",
"ServiceNamespace": "cassandra",
"ResourceId": "keyspace/mykeyspace/table/mytable",
"ScalableDimension": "cassandra:table:WriteCapacityUnits",
"PolicyType": "TargetTrackingScaling",
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
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"TargetValue": 50.0,
"PredefinedMetricSpecification": {
"PredefinedMetricType": "CassandraWriteCapacityUtilization"
},
"ScaleOutCooldown": 60,
"ScaleInCooldown": 60

},
"Alarms": [
{
"AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableAlarmHigh-d421fec6-fa82-44b4-aab6-6a9bfb6f0ced",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:uswest-2:012345678910:alarm:TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-AlarmHighd421fec6-fa82-44b4-aab6-6a9bfb6f0ced"
},
{
"AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableAlarmLow-04479372-e50b-4652-a06d-b3055744ae23",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:uswest-2:012345678910:alarm:TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableAlarmLow-04479372-e50b-4652-a06d-b3055744ae23"
},
{
"AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableMCSProvisionedCapacityHigh-c6a26783-837e-4f70-919e-1fbe4362b6ab",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:uswest-2:012345678910:alarm:TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableMCSProvisionedCapacityHigh-c6a26783-837e-4f70-919e-1fbe4362b6ab"
},
{
"AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableMCSProvisionedCapacityLow-e1ce121a-48ea-4148-ace2-25c5f854c215",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:uswest-2:012345678910:alarm:TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytableMCSProvisionedCapacityLow-e1ce121a-48ea-4148-ace2-25c5f854c215"
}
],
"CreationTime": 1587497009.591
}
]
}

アプリケーションの Auto Scaling アクションを表示する
以下を使用して、ユーザーに代わって開始された Application Auto Scaling アクションを表示できま
す。AWS CLIコマンド。
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
--service-namespace cassandra

自動スケーリングによって書き込み容量が変更されるテーブルに対してこのコマンドを実行すると、次の
ような出力が表示されます。
...
{

"ScalableDimension": "cassandra:table:WriteCapacityUnits",
"Description": "Setting write capacity units to 10.",
"ResourceId": "keyspace/mykeyspace/table/mytable",
"ActivityId": "0cc6fb03-2a7c-4b51-b67f-217224c6b656",
"StartTime": 1489088210.175,
"ServiceNamespace": "cassandra",
"EndTime": 1489088246.85,
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"Cause": "monitor alarm AutoScaling-keyspace/mykeyspace/table/mytableAlarmHigh-1bb3c8db-1b97-4353-baf1-4def76f4e1b9 in state ALARM triggered policy
MyScalingPolicy",
"StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 10. Change successfully
fulfilled by cassandra.",
"StatusCode": "Successful"
},
...

この出力例は、Application Auto Scaling がAlter TableAmazon Keyspaces に書き込み容量を変更する
ようリクエストします。

スケーリングポリシーを削除する
のスケーリングポリシーを削除するmytable。テーブルの書き込み容量をスケーリングする必要がなくなっ
た場合は、Amazon Keyspaces がテーブルの書き込みキャパシティー設定の変更を継続しないように、ス
ケーリングポリシーを削除することを検討する必要があります。スケーラブルターゲットの登録を解除し
てスケーリングインフラストラクチャを削除するか、スケーリングポリシーのみを削除し、スケーラブル
ターゲットを登録して後で使用することができます。
次のコマンドは、指定したターゲット追跡スケーリングポリシーを削除します。ま
た、CloudWatchApplication Auto Scaling がユーザーに代わって作成されたアラームです。
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
--service-namespace cassandra \
--resource-id "keyspace/mykeyspace/table/mytable" \
--scalable-dimension "cassandra:table:WriteCapacityUnits" \
--policy-name "MyScalingPolicy"

既存のテーブルで自動スケーリングを無効にします。スケーラブルなターゲット
を登録解除する
スケーラブルターゲットを登録解除するにはAWS CLIコマンド。これにより、このターゲットにアタッチ
されたスケーリングポリシーも削除されます。
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \
--service-namespace cassandra \
--resource-id "keyspace/mykeyspace/table/mytable" \
--scalable-dimension "cassandra:table:WriteCapacityUnits"

Amazon Keyspaces でのバーストキャパシティーを
効率的に使用する
Amazon Keyspaces は、以下を指定することで、パーティションごとのスループットプロビジョニング
に柔軟性をもたらします。バーストキャパシティ。パーティションのスループット利用率が高くない場
合、Amazon Keyspaces では、未使用のキャパシティーの一部を予約して使用量の一部を予約して使用量
を示します。バースト使用量の急増を処理するためのスループットです。
現在、Amazon Keyspaces は、未使用の読み込みおよび書き込みキャパシティーを最大 5 分 (300 秒) 保持
します。読み込みまたは書き込みアクティビティが時折バーストする間、これらの余分な容量ユニットを
すばやく消費できます。これは、テーブルに対して定義した 1 秒あたりのプロビジョンドスループット性
能よりも高速です。
また、Amazon Keyspaces は、バックグラウンドメンテナンスやその他のタスクのために予告なしにバー
ストキャパシティーを消費する場合があります。
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これらのバースト容量の詳細は将来変更される可能性があります。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) でのキースペース、
テーブル、行の操作
この章では、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) でのキースペース、テーブル、行などの詳し
い操作について説明します。Amazon CloudWatch でキースペースとテーブルをモニタリングする方法に
ついては、「the section called “によるモニタリング CloudWatch” (p. 226)」を参照してください。
トピック
• Amazon Keyspaces でのキースペースの使用 (p. 118)
• Amazon Keyspaces でのテーブルの操作 (p. 119)
• Amazon Keyspaces での行の操作 (p. 122)
• Amazon Keyspaces でのクエリの使用 (p. 124)
• Amazon Keyspaces でのパーティショナーの使用 (p. 125)

Amazon Keyspaces でのキースペースの使用
このセクションでは、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) におけるキースペースの詳しい使用
方法について説明します。
トピック
• Amazon Keyspaces でのキースペースの作成 (p. 118)

Amazon Keyspaces でのキースペースの作成
Amazon Keyspaces では、キースペースの作成や削除などのデータ定義言語 (DDL) オペレーションを非同
期に実行します。新しいキースペースの作成ステータスを AWS Management Console で監視できます。
キースペースの保留状態やアクティブ状態が表示されます。システムスキーマテーブルを使用して、新し
いキースペースの作成ステータスをプログラムにより監視することもできます。キースペースは、使用可
能な状態になると、システムスキーマに表示されます。新しいキースペースが使用可能な状態になるタイ
ミングをチェックするための推奨設計パターンとは、Amazon Keyspaces のシステムスキーマテーブル
(system_schema_mcs.*) のポーリングです。キースペースの DDL ステートメントのリストについては、
「CQL language reference」(CQL 言語リファレンス) の「the section called “Keyspaces” (p. 259)」のセ
クションを参照してください。
次のクエリは、キースペースが正常に作成されたかどうかを示します。
SELECT * FROM system_schema_mcs.keyspaces WHERE keyspace_name = 'mykeyspace';

キースペースが正常に作成された場合、クエリの出力は次のようになります。
keyspace_name | durable_writes | replication
--------------+-----------------+-------------mykeyspace | true
|{...} 1 item
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Amazon Keyspaces でのテーブルの操作
このセクションでは、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) におけるテーブルの詳しい操作方法
について説明します。
トピック
• Amazon Keyspaces でのテーブルの作成 (p. 119)
• Amazon Keyspaces の静的列 (p. 119)

Amazon Keyspaces でのテーブルの作成
Amazon Keyspaces では、テーブルの非同期的な作成や削除など、データ定義言語 (DDL) オペレーション
を同期なしで実行します。新しいテーブルの作成ステータスを AWS Management Console で監視できま
す。テーブルの保留状態やアクティブ状態が表示されます。システムスキーマテーブルを使用して、新し
いテーブルの作成ステータスをプログラムにより監視することもできます。
テーブルは、使用可能な状態になると、システムスキーマでアクティブとして表示されます。新しい
テーブルが使用可能な状態になるタイミングをチェックするための推奨設計パターンとは、Amazon
Keyspaces のシステムスキーマテーブル (system_schema_mcs.*) のポーリングです。テーブルの
DDL ステートメントのリストについては、「CQL language reference」(CQL 言語リファレンス) の「the
section called “テーブル” (p. 261)」セクションを参照してください。
次のクエリはテーブルのステータスを示しています。
SELECT keyspace_name, table_name, status FROM system_schema_mcs.tables WHERE keyspace_name
= 'mykeyspace' AND table_name = 'mytable';

まだ作成中で保留されているテーブルの場合、クエリの出力は次のようになります。

keyspace_name | table_name | status
--------------+------------+-------mykeyspace |
mytable | CREATING

テーブルが正常に作成されてアクティブになると、クエリの出力は次のようになります。

keyspace_name | table_name | status
--------------+------------+-------mykeyspace |
mytable | ACTIVE

Amazon Keyspaces の静的列
Amazon Keyspaces テーブルの列を静的として宣言すると、この列に格納されている値は論理パーティ
ション内のすべての行で共有されます。この列の値を更新すると、Amazon Keyspaces によりパーティ
ション内のすべての行に変更が自動で適用されます。
このセクションでは、静的列に書き込むときのエンコードされたデータサイズを計算する方法について説
明します。このプロセスは、行の非静的列にデータを書き込むプロセスとは別に処理されます。静的デー
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タのサイズクォータに加えて、静的列の読み取りオペレーションと書き込みオペレーションは、テーブル
の計測とスループットキャパシティにも個別に影響します。

Amazon Keyspaces の各論理パーティションの静的列サイズの計
算
このセクションでは、Amazon Keyspaces でエンコードされた静的列サイズを推定する方法について説明
します。エンコードされたサイズは、請求額とクォータの使用量を計算するときに使用されます。テーブ
ルのプロビジョンドスループット性能要件を計算するときも、エンコードされたサイズを使用する必要が
あります。Amazon Keyspaces 内のエンコードされた静的列サイズを計算するには、次のガイドラインを
使用します。
• パーティションには、最大 2048 バイトのデータを格納できます。パーティションキーの各キー列に
は、最大 3 バイトのメタデータが必要です。これらのメタデータバイトは、パーティションあたり 1
MB の静的データサイズクォータにカウントされます。静的データのサイズを計算するときには、各
パーティションキー列で上限である 3 バイトのメタデータが使用されていることを想定しておくべきで
す。
• データ型に基づいて、静的列データ値の生のサイズを使用します。データ型の詳細については、「the
section called “データ型” (p. 255)」を参照してください。
• メタデータのために静的データのサイズに 104 バイトを足します。
• クラスタリング列と通常の非プライマリキー列は、静的データのサイズにはカウントされません。行内
の非静的データのサイズを見積もる方法については、「the section called “行サイズの計算” (p. 122)」
を参照してください。
エンコードされた静的列の合計サイズは、次の式に基づいています。
partition key columns + static columns + metadata = total encoded size of static data

すべての列が整数型であるテーブルの例を考えてみましょう。テーブルには、パーティションキー列が 2
つ、クラスタリング列が 2 つ、通常の列が 1 つ、静的列が 1 つあります。
CREATE TABLE mykeyspace.mytable(pk_col1 int, pk_col2 int, ck_col1 int, ck_col2 int,
reg_col1 int, static_col1 int static, primary key((pk_col1, pk_col2),ck_col1, ck_col2));

この例では、次のステートメントの静的データのサイズを計算します。
INSERT INTO mykeyspace.mytable (pk_col1, pk_col2, static_col1) values(1,2,6);

この書き込みオペレーションに必要な合計バイト数を見積もるために、次のステップを使用します。
1.

列に格納されているデータ型のバイトとメタデータバイトを追加して、パーティションキー列のサイ
ズを計算します。この計算をすべてのパーティションキー列に対して繰り返します。
a.

パーティションキー (pk_col1) の最初の列のサイズを計算します。
4 bytes for the integer data type + 3 bytes for partition key metadata = 7 bytes

b.

パーティションキー (pk_col2) の 2 番目の列のサイズを計算します。
4 bytes for the integer data type + 3 bytes for partition key metadata = 7 bytes

c.

両方の列を足して、パーティションキー列の合計サイズを見積もります。
7 bytes + 7 bytes = 14 bytes for the partition key columns
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2.

静的列のサイズを足します。この例では、整数を格納している列 (4 バイトが必要) が 1 つしかありま
せん。

3.

最後に、静的列データのエンコードされたサイズの合計を算出するには、プライマリキー列と静的列
のバイト数を合計し、メタデータのために追加で 104 バイトを足します。
14 bytes for the partition key columns + 4 bytes for the static column + 104 bytes for
metadata = 122 bytes.

静的データと非静的データを同じステートメントで更新することもできます。書き込みオペレーションの
合計サイズを見積もるには、まず非静的データ更新のサイズを計算する必要があります。次に、次の the
section called “行サイズの計算” (p. 122) での例に示すように、行の更新のサイズを計算し、結果を足し
ます。
この場合、合計で 2 MB を書き込むことができます。1 MB が生の最大行サイズクォータで、もう 1 MB は
論理パーティションごとの最大静的データサイズのクォータです。
同じステートメント内の静的データと非静的データの更新の合計サイズを計算するには、次の式を使用し
ます。
(partition key columns + static columns + metadata = total encoded size of static data)
+ (partition key columns + clustering columns + regular columns + row metadata = total
encoded size of row)
= total encoded size of data written

すべての列が整数型であるテーブルの例を考えてみましょう。テーブルには、パーティションキー列が 2
つ、クラスタリング列が 2 つ、通常の列が 1 つ、静的列が 1 つあります。
CREATE TABLE mykeyspace.mytable(pk_col1 int, pk_col2 int, ck_col1 int, ck_col2 int,
reg_col1 int, static_col1 int static, primary key((pk_col1, pk_col2),ck_col1, ck_col2));

この例では、次のステートメントに示すように、テーブルに行を書き込むときにデータのサイズを計算し
ます。
INSERT INTO mykeyspace.mytable (pk_col1, pk_col2, ck_col1, ck_col2, reg_col1, static_col1)
values(2,3,4,5,6,7);

この書き込みオペレーションに必要な合計バイト数を見積もるために、次のステップを使用します。
1.

前述のように、静的データのエンコードされたサイズの合計を計算します。この例では、この合計は
122 バイトです。

2.

the section called “行サイズの計算” (p. 122) の手順に従い、非静的データの更新に基づいて、行のエ
ンコードされたサイズの合計を足します。この例では、行の更新の合計サイズは 134 バイトです。
122 bytes for static data + 134 bytes for nonstatic data = 256 bytes.

Amazon Keyspaces での静的データの読み取り/書き込みオペ
レーションの計測
静的データは、個々の行ではなく、Cassandra の論理パーティションに関連付けられます。Amazon
Keyspaces の論理パーティションは、複数のストレージパーティションにまたがることができるので、そ
のサイズは事実上無制限です。その結果、Amazon Keyspaces により、静的データと非静的データに対す
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る書き込みオペレーションが別々に計測されます。さらに、静的データと非静的データの両方を含む書き
込みには、データの整合性を確保するために、基盤となる追加のオペレーションが必要です。
静的データと非静的データを混合した書き込みオペレーションを実行すると、2 つの個別の書き込みオペ
レーション (非静的データ用と静的データ用) が発生します。これは、オンデマンドおよび読み取り/書き込
みのプロビジョンドキャパシティモードの両方に適用されます。
次の例では、静的列がある Amazon Keyspaces のテーブルのプロビジョンドスループット性能要件を計算
するときに、必要な読み取りキャパシティユニット (RCU) と書き込みキャパシティユニット (WCU) を見
積もる方法について説明します。次の式を使用して、静的データと非静的データの両方を含む書き込みを
処理するためにテーブルで必要となるキャパシティを見積もることができます。
2 x WCUs required for nonstatic data + 2 x WCUs required for static data

例えば、アプリケーションにより 1 秒あたり 27 KB のデータが書き込まれ、各書き込みに 25.5 KB の非静
的データと 1.5 KB の静的データが含まれている場合、テーブルには 56 WCU (2 x 26 WCU + 2 x 2 WCU)
が必要です。
Amazon Keyspaces で、複数の行の読み取りと同じ静的データと非静的データの読み取りが計測されま
す。その結果、同じオペレーション内で静的データと非静的データを読み取る場合の料金は、読み取りを
実行するために処理されるデータの総サイズに基づきます。
Amazon CloudWatch でサーバーレスリソースをモニタリングする方法については、「the section called
“によるモニタリング CloudWatch” (p. 226)」を参照してください。

Amazon Keyspaces での行の操作
このセクションでは、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) における行の詳しい操作方法につい
て説明します。テーブルは Amazon Keyspaces の主要なデータ構造であり、テーブル内のデータは列と行
で構成されています。
トピック
• Amazon Keyspaces での行サイズの計算 (p. 122)

Amazon Keyspaces での行サイズの計算
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) には、1 桁台のミリ秒の読み取り/書き込みパフォーマンス
と、複数の AWS アベイラビリティーゾーンに渡って永続的にデータを保存するフルマネージドストレー
ジがあります。Amazon Keyspaces では、効率的なデータアクセスと高可用性をサポートするために、す
べての行とプライマリキー列にメタデータをアタッチします。
このセクションでは、Amazon Keyspaces でエンコードされた行サイズを推定する方法について説明し
ます。エンコードされた行サイズは、請求額とクォータの使用量を計算するときに使用されます。また、
テーブルのプロビジョンドスループット性能要件を計算するときにも、エンコードされた行サイズを使用
すべきです。Amazon Keyspaces 内のエンコードされた行サイズを計算するには、次のガイドラインを使
用します。
• パーティションには、最大 2048 バイトのデータを格納できます。パーティションキーの各キー列に
は、最大 3 バイトのメタデータが必要です。これらのメタデータバイトは、1 MB の行サイズクォータ
にカウントされます。行のサイズを計算するときには、各パーティションキー列で上限である 3 バイト
のメタデータが使用されていることを想定しておくべきです。
• 各行には最大 850 バイトのクラスタリング列データがあり、各クラスタリング列ではメタデータに最大
4 バイト必要です。これらのメタデータバイトは、1 MB の行サイズクォータにカウントされます。行の
サイズを計算するときには、各クラスタリング列で上限である 4 バイトのメタデータが使用されている
ことを想定しておくべきです。
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• 静的ではなくプライマリでもない通常のキー列に対しては、データ型に基づいた生のセルデータサイズ
を使用します。データ型の詳細については、「the section called “データ型” (p. 255)」を参照してくだ
さい。
• 静的列データは、最大行サイズである 1 MB にカウントされません。静的列のデータサイズを計算する
には、「the section called “各論理パーティションの静的列サイズの計算” (p. 120)」を参照してくださ
い。
• 行メタデータのために各行のサイズに 100 バイトを追加します。
エンコードされたデータ行の合計サイズは、次の式に基づいています。
partition key columns + clustering columns + regular columns + row metadata = total encoded
size of row

すべての列が整数型であるテーブルの例を考えてみましょう。テーブルには、パーティションキー列が 2
つ、クラスタリング列が 2 つ、通常の列が 1 つあります。
CREATE TABLE mykeyspace.mytable(pk_col1 int, pk_col2 int, ck_col1 int, ck_col2 int,
reg_col1 int, primary key((pk_col1, pk_col2),ck_col1, ck_col2));

この例では、次のステートメントに示すように、テーブルに行を書き込むときにデータのサイズを計算し
ます。
INSERT INTO mykeyspace.mytable (pk_col1, pk_col2, ck_col1, ck_col2, reg_col1)
values(1,2,3,4,5);

この書き込みオペレーションに必要な合計バイト数を見積もるために、次のステップを使用します。
1.

列に格納されているデータ型のバイトとメタデータバイトを追加して、パーティションキー列のサイ
ズを計算します。この計算をすべてのパーティションキー列に対して繰り返します。
a.

パーティションキー (pk_col1) の最初の列のサイズを計算します。
4 bytes for the integer data type + 3 bytes for partition key metadata = 7 bytes

b.

パーティションキー (pk_col2) の 2 番目の列のサイズを計算します。
4 bytes for the integer data type + 3 bytes for partition key metadata = 7 bytes

c.

両方の列を足して、パーティションキー列の合計サイズを見積もります。
7 bytes + 7 bytes = 14 bytes for the partition key columns

2.

列に格納されているデータ型のバイトとメタデータのバイトを足して、クラスタリング列のサイズを
計算します。すべてのクラスタリング列に対してこの計算を繰り返します。
a.

クラスタリング列 (ck_col1) の最初の列のサイズを計算します。
4 bytes for the integer data type + 4 bytes for clustering column metadata = 8
bytes

b.

クラスタリング列 (ck_col2) の 2 番目の列のサイズを計算します。
4 bytes for the integer data type + 4 bytes for clustering column metadata = 8
bytes
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c.

両方の列を足して、クラスタリング列の合計サイズを見積もります。
8 bytes + 8 bytes = 16 bytes for the clustering columns

3.
4.

通常の列のサイズを足します。この例では、4 バイトが必要で整数を格納している列が 1 つしかあり
ません。
最後に、エンコードされた行サイズの合計を出すには、すべての列のバイトを合計し、行のメタデー
タに追加で 100 バイトを足します。
14 bytes for the partition key columns + 16 bytes for clustering columns + 4 bytes for
the regular column + 100 bytes for row metadata = 134 bytes.

Amazon CloudWatch でサーバーレスリソースをモニタリングする方法については、「the section called
“によるモニタリング CloudWatch” (p. 226)」を参照してください。

Amazon Keyspaces でのクエリの使用
このセクションでは、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) でのクエリの操作に
ついて説明します。データのクエリ、変換、および管理に使用できる CQL ステートメント
は、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE です。次のトピックでは、クエリを操作する際に使用できる
複雑なオプションの概要を説明します。例を含む完全な言語構文については、「the section called “DML
ステートメント” (p. 266)」を参照してください。
トピック
• Amazon Keyspaces での結果の順序付け (p. 124)
• Amazon Keyspaces での結果のページ分割 (p. 124)

Amazon Keyspaces での結果の順序付け
ORDER BY 句は、SELECT ステートメントで返された結果のソート順序を指定するものです。このステー
トメントでは列名のリストが引数として解釈されるので、各列に対してデータのソート順を指定できま
す。クラスタリング列は順序句でしか指定できず、非クラスタリング列は許容されません。
返された結果に対するソート順序のオプションは、昇順の ASC と降順の DESC です。クエリステートメン
トでソート順序を指定しない場合、クラスタリング列のデフォルトの順序が使用されます。
順序句で使用可能なソート順序は、テーブル作成時に各クラスタリング列に割り当てられたソート順序に
依存します。クエリ結果は、テーブル作成時にすべてのクラスタリング列に対して定義された順序、また
は定義されたソート順序とは逆の順序でのみソートできます。その他の組み合わせは使用できません。
例えば、テーブルの CLUSTERING ORDER が (col1 ASC, col2 DESC, col3 ASC) である場合、ORDER
BY の有効なパラメータは (col1 ASC, col2 DESC, col3 ASC) または (col1 DESC, col2 ASC, col3 DESC) の
いずれかになります。CLUSTERING ORDER の詳細については、「table_options」の「the section
called “CREATE TABLE” (p. 261)」を参照してください。

Amazon Keyspaces での結果のページ分割
Amazon Keyspaces では、SELECT ステートメントを処理するために読み取られたデータが 1 MB を超
えると、SELECT ステートメントの結果のページ分割が自動で行われます。ページ割りを行うことで
SELECT ステートメント結果が 1 MB サイズ (またはそれ以下) のデータの「ページ」に分割されます。ア
プリケーションは結果の最初のページ、次に 2 ページと処理できます。クライアントでは、複数の行を返
す SELECT クエリを実行する際に必ずページ分割トークンのチェックが行われます。
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クライアントにより、1 MB を超えるデータの読み取りが必要になるページサイズが提供される
と、Amazon Keyspaces では、1 MB のデータ読み取り増分に基づいて結果が複数のページに自動的に分
割されます。
例えば、行の平均サイズが 100 KB である場合に PAGE SIZE を 20 に指定すると、Amazon Keyspaces で
は 10 行 (読み取られるデータは 1000 KB) が読み取られ、その後、自動的にデータのページ分割が行われ
ます。
Amazon Keyspaces では、結果セットで返された行数ではなく、リクエストを処理するために読み取ら
れた行数に基づいて結果のページ分割が行われるため、フィルタリングされたクエリを実行している場合
は、一部のページに行が含まれていないことがあります。
例えば、PAGE SIZE を 10 に設定し、Keyspaces で SELECT クエリの処理のために 30 行が評価された場
合、Amazon Keyspaces から 3 ページが返されます。行のサブセットのみがクエリに一致した場合、一部
のページの行数が 10 行未満になることがあります。

Amazon Keyspaces でのパーティショナーの使用
Apache Cassandra では、パーティショナーがクラスター内のどのノードにデータを保存するかを
制御します。パーティショナーは、パーティションキーのハッシュ値を使用して数値トークンを
作成します。Cassandra はこのトークンを使用してデータをノードに分散します。クライアント
は、SELECTWHEREこれらのトークンを操作や条項で使用して、読み取り操作と書き込み操作を最適化する
こともできます。たとえば、クライアントは、各parallel ジョブでクエリするトークンの範囲を個別に指定
することで、大きなテーブルに対して効率的にparallel クエリを実行できます。
Amazon Keyspaces には 3 つの異なるパーティショナーがあります。
Murmur3 パーティショナー (デフォルト)
アパッチカサンドラ互換Murmur3Partitioner。Murmur3Partitionerは Amazon Keyspaces お
よび Cassandra 1.2 以降のバージョンにおけるデフォルトのカサンドラパーティショナーです。
RandomPartitioner
アパッチカサンドラ互換RandomPartitioner。RandomPartitionerは、Cassandra 1.2 より前の
バージョンのデフォルトの Cassandra パーティショナーです。
Keyspaces デフォルトパーティショナー
は、DefaultPartitionertokenと同じ関数結果を返しますRandomPartitioner。
アカウントレベルのパーティショナーはいつでも安全に変更できます。設定の変更が完了するまでに約 10
分かかります。パーティショナー設定を変更しても、Amazon Keyspaces データをリロードする必要はあ
りません。クライアントは、次回の接続時に新しいパーティショナー設定を自動的に使用します。
AWS Management Consoleまたは Cassandra クエリ言語 (CQL) を使用してパーティショナーを変更でき
ます。
AWS Management Console

Amazon Keyspaces コンソールを使用してパーティショナーを変更するには
1.
2.
3.
4.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home
で Amazon Keyspaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[設定] を選択します。
「構成」ページで、「パーティショナーの編集」 に移動します。
使用しているバージョンの Cassandra と互換性のあるパーティショナーを選択してください。
パーティショナーの変更の適用が完了するまでに約 10 分かかります。
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Note
設定の変更が完了したら、新しいパーティショナーを使用するリクエストに対して
Amazon Keyspaces への接続を切断して再接続する必要があります。
Cassandra Query Language (CQL)
1.

アカウントにどのパーティショナーが構成されているかを確認するには、次のクエリを使用でき
ます。
SELECT partitioner from system.local;

パーティショナーが変更されていない場合、クエリの出力は次のようになります。
partitioner
-------------------------------------------com.amazonaws.cassandra.DefaultPartitioner

2.

Murmur3パーティショナーをパーティショナーに更新するには、次のステートメントを使用でき
ます。
UPDATE system.local set partitioner='org.apache.cassandra.dht.Murmur3Partitioner'
where key='local';

3.

この設定の変更が完了するまでに約 10 分かかります。パーティショナーが設定されていること
を確認するには、SELECTクエリを再実行します。最終的な読み込みの応答には、最近のパーティ
ショナーの変更の結果が反映されていないことがあります。SELECT少し時間がたってからオペ
レーションを繰り返すと、応答で最新のデータが返されます。
SELECT partitioner from system.local;

Note
リクエストが新しいパーティショナーを使用するように、Amazon Keyspaces への接続
を切断して再接続する必要があります。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) でのデータモデリン
グ
このトピックでは、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のデータモデリングの概念を紹介し
ます。このセクションを利用して、アプリケーションのデータアクセスパターンに適合するデータモ
デルの設計に関する推奨事項について説明します。データモデリングのベストプラクティスを実施する
と、Amazon Keyspaces を使用する際のパフォーマンスが向上し、スループットコストが最小限に抑えら
れます。
NoSQL Workbench (p. 130) を使用すれば、データモデルの可視化と設計が簡単になります。
トピック
• Amazon Keyspaces でパーティションキーを効果的に使用する方法 (p. 127)

Amazon Keyspaces でパーティションキーを効果的
に使用する方法
Amazon Keyspaces テーブルの各行を一意に識別するプライマリキーは、データを保存するパーティショ
ンを決定する 1 つ以上のパーティションキー列と、パーティション内のデータのクラスター化とソートの
方法を定義する 1 つ以上のクラスタリング列 (オプション) で構成されます。
パーティションキーによって、データが保存されるパーティションの数と、これらのパーティション間で
データを分散させる方法が決まるため、パーティションキーの選択方法が、クエリのパフォーマンスに
大きな影響を与える可能性があります。通常は、ディスク上のすべてのパーティション全体でアクティビ
ティが均一になるようにアプリケーションを設計する必要があります。
アプリケーションの読み取り/書き込みアクティビティをすべてのパーティションに均等に分散させること
で、スループットコストを最小限に抑えることができます。これは、オンデマンドおよび読み取り/書き
込みのプロビジョンドキャパシティモードにも適用されます。例えば、プロビジョンドキャパシティモー
ドを使用している場合、アプリケーションに必要なアクセスパターンの決定と、各テーブルに必要な読
み取りキャパシティユニット (RCU) と書き込みキャパシティユニット (WCU) の合計の見積もりが可能で
す。Amazon Keyspaces では、指定されたパーティションのトラフィックが 3,000 RCU と 1,000 WCU を
超えない限り、プロビジョニングされたスループットによってアクセスパターンがサポートされます。
Amazon Keyspaces は、バーストキャパシティを指定することで、パーティションごとのスループットプ
ロビジョニングに柔軟性をもたらしますthe section called “バースト容量” (p. 116)。
トピック
• 書き込みシャーディングを使用して Amazon Keyspaces でワークロードを均等に分散する (p. 127)

書き込みシャーディングを使用して Amazon
Keyspaces でワークロードを均等に分散する
Amazon Keyspaces のパーティション間で効率よく書き込みを分散させる方法として、スペースの拡張が
あります。これにはさまざまな方法があります。パーティションキー列を追加して、乱数を記述してパー
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ティション間でローを分散できます。または、クエリ対象に基づいて計算された数値を使用することがで
きます。

複合パーティションキーとランダム値を使用したシャーディング
パーティション全体に均等に負荷を分散させる方法として、乱数を記述するパーティションキー列を追加
する方法があります。次に、より大きなスペース全体の書き込みをランダム化します。
たとえば、次の表に、日付を表す 1 つのパーティションキーがあるとします。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tracker.blogs (
publish_date date,
title text,
description int,
PRIMARY KEY (publish_date));

このテーブルをパーティション間で均等に分散するには、追加のパーティションキー列を含めることがで
きます。shard乱数を格納します。例:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tracker.blogs (
publish_date date,
shard int,
title text,
description int,
PRIMARY KEY ((publish_date, shard)));

データを挿入するときは、次の中から乱数を選択できます。1そして200向けのshard列でロードバ
ランサーの ID をクリックします。これにより、次のような複合パーティションキー値が生成されま
す。(2020-07-09, 1),(2020-07-09, 2)など、スルーします。(2020-07-09, 200)。パーティショ
ンキーをランダム化しているため、毎日のテーブルへの書き込みは複数のパーティション間で均等に分散
されます。これにより、並列性が強化され、全体的なスループットが向上します。
ただし、特定の日のすべてのローを読み込むには、すべてのシャードの行をクエリしてから、結果をマー
ジする必要があります。たとえば、最初にを発行します。SELECTパーティションキー値のステートメン
ト(2020-07-09, 1)。次に別のを発行します。SELECTのステートメント(2020-07-09, 2)など、ス
ルーします。(2020-07-09, 200)。最後に、アプリケーションですべての結果をマージする必要があり
ます。SELECTステートメント。

複合パーティションキーと計算値を使用したシャーディング
ランダム化戦略は、書き込みスループットを大幅に向上させることができます。でもどの値が書き込まれ
たかわからないため、特定の行を読み込むのは困難ですshardローが書き込まれたときの列。個々の行を
読みやすくするには、別の戦略を使用します。乱数を使用してパーティション間で行を分散させる代わり
に、クエリする項目に基づいて計算できる数値を使用します。
前の例では、パーティションキーで今日の日付が使用されています。ここで、各行にアクセス可能がある
とします。title列を作成し、日付だけでなく、タイトルを使用して行を最も頻繁に見つける必要があり
ます。アプリケーションがローをテーブルに書き込む前に、タイトルに基づいてハッシュ値を計算し、こ
れを使用して、shard列でロードバランサーの ID をクリックします。この計算では、1 から 200 までの数
値が生成され、ランダムな戦略と同様に、完全に均一に分散されます。
この計算はシンプルな計算で十分です (タイトルの文字の UTF-8 コードポイント値を割った余りに 200で
割った余りに + 1 するなど)。この場合、複合パーティションキー値は、日付と計算結果の組み合わせにな
ります。
この方法を使用すると、書き込みがパーティションキーバリュー全体に均一に分散されます。したがっ
て、物理パーティション全体にも均一に分散されます。簡単に実行できますSELECT特定の行と日付のス
テートメント。これは、特定のパーティションキー値を計算できるため、title値.
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特定の日のすべての行を読むには、まだ次のことが必要です。SELECT各(2020-07-09, N)キー (ど
こNが 1 ～ 200) の場合、アプリケーションはすべての結果をマージする必要があります。この方法には、
すべてのワークロードを利用する単一の「ホット」パーティションキーバリューを使用しないというメ
リットがあります。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) での NoSQL
Workbench の使用
NoSQL Workbench は、Amazon Keyspaces の非リレーショナルデータモデルの設計と可視
化をより簡単にするクライアント側アプリケーションです。NoSQL Workbench クライアント
は、Windows、macOS、Linux で使用できます。
データモデルの設計とリソースの自動作成
NoSQL Workbench point-and-click にはこれを使用して Amazon Keyspaces データモデルの設計と作
成を実行することができます。キースペース、テーブル、および列を定義することで、新しいデー
タモデルを最初から簡単に作成できます。また、既存のデータモデルをインポートし、変更 (列の追
加、編集、削除など) を行い、新しいアプリケーションに合わせてデータモデルを調整することもでき
ます。次に、NoSQL Workbench を使用すると、データモデルを Amazon Keyspaces または Apache
Cassandra にコミットし、キースペースとテーブルを自動で作成することができます。データモデル
の構築方法については、「the section called “データモデラー” (p. 132)」を参照してください。
データモデルの可視化
NoSQL Workbench を使用すると、データモデルを可視化することで、アプリケーションのクエリや
アクセスパターンのサポートを可能にします。また、コラボレーション用、ドキュメンテーション
用、プレゼンテーション用などさまざまな形式でデータモデルの保存およびエクスポートを行うこと
もできます。詳細については、「the section called “データビジュアライザー” (p. 135)」を参照して
ください。
トピック
• NoSQL Workbench のダウンロード (p. 130)
• NoSQL Workbench の使用開始 (p. 131)
• データモデルを構築する方法 (p. 132)
• データモデルを可視化する方法 (p. 135)
• Amazon Keyspaces と Apache Cassandra にデータモデルをコミットする方法 (p. 138)
• NoSQL Workbench のサンプルデータモデル (p. 145)
• NoSQL Workbench のリリース履歴 (p. 146)

NoSQL Workbench のダウンロード
NoSQL Workbench をダウンロードしてインストールするには、以下の手順に従います。

NoSQL Workbench をダウンロードしてインストールするには
1.

以下のリンクのいずれかを使用して、NoSQL Workbench を無料でダウンロードします。
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オペレーティングシステム

ダウンロードリンク

チェックサムリンク

macOS

macOS 用のダウンロード

チェックサム

Linux*

Linux 用のダウンロード

チェックサム

Windows

Windows 用のダウンロード

チェックサム

* NoSQL Workbench は、Ubuntu 12.04、Fedora 21、Debian 8、またはこれらの Linux ディストリ
ビューションの新しいバージョンをサポートしています。
2.

ダウンロードが完了したら、アプリケーションを起動し、画面の指示に従ってインストールを完了し
ます。

NoSQL Workbench の使用開始
NoSQL ワークベンチの使用を開始するには、NoSQL Workbench の [Database Catalog] (データベースカ
タログ) ページで、[Amazon Keyspaces] を選択し、[Launch] (起動) を選択します。

これにより Amazon Keyspaces の NoSQL Workbench のホームページが開くので、次のオプションを使用
できます。
1. 新しいデータモデルを作成します。
2. 既存のデータモデルを JSON 形式でインポートします。
3. 最近編集したデータモデルを開きます。
4. 使用可能なサンプルモデルのいずれかを開きます。
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各オプションで NoSQL Workbench データモデラーが開きます。新しいデータモデルの作成を続行するに
は、「the section called “データモデルの作成” (p. 132)」を参照してください。既存のデータモデルの編
集については、「the section called “データモデルの編集” (p. 134)」を参照してください。

データモデルを構築する方法
NoSQL Workbench のデータモデラーを使用すれば、お使いのアプリケーションのデータアクセスパター
ンに基づいて新しいモデルを設計することができます。このデータモデラーを使用すれば、新規モデルの
設計、および、NoSQL Workbench を使用して作成された既存データモデルのインポートや変更が可能で
す。データモデラーには、データモデリングの開始時に役立つサンプルデータモデルがいくつか含まれて
います。
トピック
• NoSQL Workbench を使用した新規データモデルの構築 (p. 132)
• NoSQL Workbench での既存のデータモデルの編集 (p. 134)

NoSQL Workbench を使用した新規データモデルの構
築
Amazon Keyspaces の新しいデータモデルを作成するには、NoSQL Workbench データモデラーを使用し
てキースペース、テーブル、および列を作成します。新しいデータモデルを作成するには以下の手順を実
行します。
1.

新しいキースペースを作成するには、[Keyspace] (キースペース) の下にあるプラス記号を選択しま
す。
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このステップでは、次のプロパティと設定を選択します。
• [Keyspace name] (キースペース名) — 新しいキースペースの名前を入力します。
• [Replication strategy] (レプリケーション戦略) - キースペースのレプリケーション戦略を選択しま
す。Amazon Keyspacesでは、SingleRegionStrategy を使用して複数のAWS アベイラビリティー
ゾーンでデータを自動的に 3 回レプリケートします。データモデルを Apache Cassandra クラス
ターにコミットする予定がある場合は、SimpleStrategy または NetworkTopologyStrategy を選択で
きます。
• [Keyspaces tags] (キースペースタグ) – リソースタグはオプションで、目的別、所有者別、環境別な
ど、さまざまな方法でリソースを分類できます。Amazon Keyspaces リソースのタグの詳細につい
ては、「リソースのタグ付け (p. 179)」を参照してください。
2.

[Add keyspace definition] (キースペース定義の追加) を選択してキースペースを作成します。

3.

新しいテーブルを作成するには、[Tables] (テーブル) の横にあるプラスマークを選択します。このス
テップでは、次のプロパティと設定を定義します。
• [Table name] (新しいテーブル名) – 新しいテーブルの名前。
• [Columns] (列) — 列名を追加し、データ型を選択します。スキーマのすべての列に対して、これら
のステップを繰り返します。
• [Partition key] (パーティションキー) — パーティションキーの列を選択します。
• [Clustering columns] (クラスタリング列) — クラスタリング列を選択します (オプション)。
• [Capacity mode] (キャパシティモード) — テーブルの読み取り/書き込みキャパシティモードを
選択します。プロビジョンドキャパシティまたはオンデマンドキャパシティを選択できます。
キャパシティモードの詳細については、「the section called “読み取り/書き込みキャパシティモー
ド” (p. 101)」を参照してください。
• [Table tags] (テーブルタグ) – リソースタグはオプションで、目的別、所有者別、環境別など、さ
まざまな方法でリソースを分類できます。Amazon Keyspaces リソースのタグの詳細については、
「リソースのタグ付け (p. 179)」を参照してください。

4.

[Add table definition] (テーブル定義の追加) を選択して新しいテーブルを作成します。

5.

追加のテーブルを作成する場合はこのステップを繰り返します。

6.

the section called “データモデルの可視化” (p. 135) に進み、作成したデータモデルを可視化します。
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NoSQL Workbench での既存のデータモデルの編集
NoSQL Workbench データモデラーを使用して、Amazon Keyspaces の既存のデータモデルを編集するこ
とができます。これらは、ファイルからインポートされたデータモデル、提供されたサンプルデータモデ
ル、または、以前に作成したデータモデルです。
1.

キースペースを編集するには、[Keyspace] (キースペース) の下にある編集マークを選択します。
このステップでは、次のプロパティと設定を編集できます。
• [Keyspace name] (キースペース名) — 新しいキースペースの名前を入力します。
• [Replication strategy] (レプリケーション戦略) - キースペースのレプリケーション戦略を選択しま
す。Amazon Keyspaces では、SingleRegionStrategy を使用して複数の AWS アベイラビリティー
ゾーンでデータを自動的に 3 回レプリケートします。データモデルを Apache Cassandra クラス
ターにコミットする予定がある場合は、SimpleStrategy または NetworkTopologyStrategy を選択で
きます。
• [Keyspaces tags] (キースペースタグ) – リソースタグはオプションで、目的別、所有者別、環境別な
ど、さまざまな方法でリソースを分類できます。Amazon Keyspaces リソースのタグの詳細につい
ては、「リソースのタグ付け (p. 179)」を参照してください。

2.

[Save edits] (編集内容を保存) を選択してキースペースを更新します。
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3.

テーブルを編集するには、テーブル名の横にある [Edit] (編集) を選択します。このステップでは、次
のプロパティと設定を更新できます。
• [Table name] (新しいテーブル名) – 新しいテーブルの名前。
• [Columns] (列) — 列名を追加し、データ型を選択します。スキーマのすべての列に対して、これら
のステップを繰り返します。
• [Partition key] (パーティションキー) — パーティションキーの列を選択します。
• [Clustering columns] (クラスタリング列) — クラスタリング列を選択します (オプション)。
• [Capacity mode] (キャパシティモード) — テーブルの読み取り/書き込みキャパシティモードを
選択します。プロビジョンドキャパシティまたはオンデマンドキャパシティを選択できます。
キャパシティモードの詳細については、「the section called “読み取り/書き込みキャパシティモー
ド” (p. 101)」を参照してください。
• [Table tags] (テーブルタグ) – リソースタグはオプションで、目的別、所有者別、環境別など、さ
まざまな方法でリソースを分類できます。Amazon Keyspaces リソースのタグの詳細については、
「リソースのタグ付け (p. 179)」を参照してください。

4.

[Save edits] (編集内容を保存) を選択してテーブルを更新します。

5.

the section called “データモデルの可視化” (p. 135) に進み、更新したデータモデルを可視化します。

データモデルを可視化する方法
NoSQL Workbench を使用すると、データモデルを可視化することで、アプリケーションのクエリやアク
セスパターンのサポートを可能にします。また、コラボレーション用、ドキュメンテーション用、プレゼ
ンテーション用などさまざまな形式でデータモデルの保存およびエクスポートを行うこともできます。
新しいデータモデルの作成後や、既存のデータモデルの編集後に、そのモデルを可視化できます。

NoSQL Workbench によるデータモデルの可視化
データモデラーでデータモデルを完成させたら、[Visualize data model] (データモデルの可視化) を選択し
ます。
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これにより、NoSQL Workbench のデータビジュアライザーに移動します。データビジュアライザーで
は、テーブルのスキーマの視覚的表現と、サンプルデータの追加を行います。テーブルにサンプルデータ
を追加するには、モデルからテーブルを選択し、[Edit] (編集) を選択します。新しいデータ行を追加するに
は、画面の下部にある [Add new row] (新しい行の追加) を選択します。以上が完了したら、[Save] (保存)
を選択します。
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集約ビュー
テーブルのスキーマを確定したら、可視化されたデータモデルを集約できます。
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データモデルのビューを集約したら、そのビューを PNG ファイルにエクスポートできます。データモデ
ルを JSON ファイルにエクスポートするには、データモデル名の下にあるアップロードマークを選択しま
す。

Note
設計プロセスにおいて、JSON 形式でデータモデルをいつでもエクスポートできます。

以下は変更をコミットするためのオプションです。
• Amazon Keyspaces にコミットする
• Apache Cassandra クラスターにコミットする
変更をコミットする方法の詳細については、「the section called “データモデルのコミット” (p. 138)」を
参照してください。

Amazon Keyspaces と Apache Cassandra にデー
タモデルをコミットする方法
このセクションでは、完成したデータモデルを Amazon Keyspaces クラスターと Apache Cassandra ク
ラスターにコミットする方法を示します。このプロセスでは、データモデルで定義した設定に基づいて、
キースペースとテーブルのサーバー側リソースが自動的に作成されます。
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トピック
• 開始する前に (p. 139)
• サービス固有の認証情報による Amazon Keyspaces への接続 (p. 140)
• AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報での Amazon Keyspaces への接続 (p. 141)
• 保存済み接続の使用 (p. 143)
• Apache Cassandra へのコミット (p. 144)

開始する前に
Amazon Keyspaces では、クライアントとの安全な接続を確保するために Transport Layer Security (TLS)
を使用する必要があります。TLS を使用して Amazon Keyspaces への接続を開始する前に、以下のタスク
を行う必要があります。
• 次のコマンドを使用して Starfield デジタル証明書をダウンロードし、sf-class2-root.crt をローカ
ルまたはホームディレクトリ内に保存します。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

Note
Amazon デジタル証明書を使用して Amazon Keyspaces に接続することもできます。クライア
ントが Amazon Keyspaces に正常に接続されている場合は、引き続き Amazon Keyspaces に
接続できます。Starfield 証明書は、古い認定権限を使用しているクライアントに対して追加の
下位互換性を提供するものです。
curl https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt -O

139

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
サービス固有の認証情報による接続

証明書ファイルを保存したら、Amazon Keyspaces に接続できます。1 つ目のオプションは、サービス
固有の認証情報を使用した接続です。サービス固有の認証情報は、特定の IAM ユーザーに関連付けられ
ているユーザー名とパスワードであり、指定されたサービスでしか使用できません。2 つ目のオプション
は、AWS 署名バージョン 4 プロセス (SigV4) を使用している IAM 認証情報での接続です。これら 2 つの
オプションの詳細については、「the section called “認証情報の作成” (p. 17)」を参照してください。
サービス固有の認証情報による接続については、「the section called “サービス固有の認証情報による接
続” (p. 140)」を参照してください。
IAM 認証情報による接続については、「the section called “IAM 認証情報での接続” (p. 141)」を参照して
ください。

サービス固有の認証情報による Amazon Keyspaces
への接続
このセクションでは、サービス固有の認証情報を使用して、NoSQL Workbench で作成または編集した
データモデルをコミットする方法について説明します。
1.

サービス固有の認証情報を使用して新しい接続を作成するには、[Connect by using user name and
password] (ユーザー名とパスワードを使用した接続) タブを選択します。
•

開始する前に、the section called “サービス固有の認証情報” (p. 17) に記載されているプロセスを
使用して、サービス固有の認証情報を作成しておく必要があります。

サービス固有の認証情報を取得したら、続いて接続をセットアップできます。次のいずれかの操作を
行います。
• [User name] (ユーザー名) - ユーザー名を入力します。
• [Password] (パスワード) – パスワードを入力します。
• AWS リージョン — 使用可能なリージョンについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。
• ポート — Amazon Keyspaces はポート 9142 を使用します。
または、保存されている認証情報をファイルからインポートすることもできます。
2.

[Commit] (コミット) を選択して、データモデルで Amazon Keyspaces を更新します。
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AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報
での Amazon Keyspaces への接続
このセクションでは、IAM 認証情報を使用して、NoSQL Workbench で作成または編集したデータモデル
をコミットする方法について説明します。
1.

IAM 認証情報を使用して新しい接続を作成するには、[Connect by using IAM credentials] (IAM 認証情
報を使用した接続) タブを選択します。
•

開始する前に、次のいずれかの方法で IAM 認証情報を作成しておく必要があります。
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• 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。コンソールおよびプロ
グラム認証情報の詳細については、AWS 全般リファレンス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。
• 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。可能であれば、
長期のアクセスキーの代わりに一時的な認証情報を使用してください。一時的な認証情報は、
アクセスキー ID、シークレットアクセスキー、認証情報がいつ無効になるかを示すセキュリ
ティトークンも含んでいます。詳細については、次を参照してください。管理のベストプラク
ティスAWSアクセスキー()AWS全般のリファレンス。
• API 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。AWS アカウ
ント の root ユーザーアクセスキーの代わりに IAM ユーザーアクセスキーを使用します。IAM
アクセスキーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Managing access keys for IAM
users」(IAM ユーザーのアクセスキーの管理) を参照してください。
詳細については、「Managing access keys for IAM users」(IAM ユーザーのアクセスキーの管理)
を参照してください。
IAM 認証情報を取得したら、続いて接続をセットアップできます。
• [Connection name] (接続名) — 接続の名称。
• AWS リージョン — 使用可能なリージョンについては、「the section called “サービスエンドポイン
ト” (p. 24)」を参照してください。
• [Access key ID] (アクセスキー ID) – アクセスキー ID を入力します。
• [Secret access key] (シークレットアクセスキー) – シークレットアクセスキーを入力します。
• ポート — Amazon Keyspaces はポート 9142 を使用します。
• AWSパブリック証明書— を指してAWS最初のステップでダウンロードした証明書。
• [Persist connection] (永続的接続) — AWS 接続シークレットをローカルに保存する場合はこの
チェックボックスを選択します。
2.

[Commit] (コミット) を選択して、データモデルで Amazon Keyspaces を更新します。
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保存済み接続の使用
Amazon Keyspaces への接続を事前に設定している場合は、それをデフォルトの接続として使用して、
データモデルの変更をコミットすることができます。[Use saved connections] (保存済み接続の使用) タブ
を選択して、更新情報に進みます。
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Apache Cassandra へのコミット
このセクションでは、Apache Cassandra クラスターに接続して NoSQL Workbench で作成または編集し
たデータモデルをコミットする手順について説明します。

Note
SimpleStrategy または NetworkTopologyStrategy で作成されたデータモデルしか
Apache Cassandra クラスターにコミットできません。レプリケーション戦略を変更するには、
データモデラーでキースペースを編集します。
1.

• [User name] (ユーザー名) — クラスターで認証が有効になっている場合は、ユーザー名を入力しま
す。
• [Password] (パスワード) — クラスターで認証が有効になっている場合は、パスワードを入力しま
す。
• [Contact points] (コンタクトポイント) — コンタクトポイントを入力します。
• [Local data center] (ローカルデータセンター) — ローカルデータセンターの名前を入力します。
• [Port] (ポート) — 接続にはポート 9042 を使用します。

2.

[Commit] (コミット) を選択して、データモデルで Apache Cassandra クラスターを更新します。
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NoSQL Workbench のサンプルデータモデル
モデラーとビジュアライザーのホームページには、NoSQL Workbench に付属のサンプルモデルが多数表
示されます。このセクションでは、これらのモデルとその可能性のある用途について説明します。
トピック
• 従業員データモデル (p. 146)
• クレジットカード取引データモデル (p. 146)
• 航空関連オペレーションデータモデル (p. 146)
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従業員データモデル
このデータモデルは、従業員データベースアプリケーションの Amazon Keyspaces スキーマを表します。
特定の会社の従業員情報にアクセスするアプリケーションで、このデータモデルを使用できます。
このデータモデルでサポートされているアクセスパターンは次の通りです。
• ID を指定した従業員レコードの検索。
• ID と部署を指定した従業員レコードの検索。
• ID と氏名を指定した従業員レコードの検索。

クレジットカード取引データモデル
このデータモデルは、小売店でのクレジットカード取引の Amazon Keyspaces スキーマを表します。
クレジットカード取引情報を保存しておくと、店舗の簿記に役立つだけでなく、店舗管理者が購入傾向を
分析する際にも役立ち、結果的に店舗管理者による予測や計画に役立ちます。
このデータモデルでサポートされているアクセスパターンは次の通りです。
• クレジットカード番号別、年月別、日別での取引情報の検索。
• クレジットカード番号別、カテゴリ別、日別での取引情報の検索。
• カテゴリ別、場所別、クレジットカード番号別での取引情報の検索。
• クレジットカード番号別、係争状況別での取引情報の検索。

航空関連オペレーションデータモデル
このデータモデルは、空港、航空会社、飛行ルートを含む飛行機移動に関するデータを示します。
実証されている Amazon Keyspaces モデリングの主要コンポーネントとは、キーバリューペア、ワイド列
データストア、複合キー、一般的な NoSQL データアクセスパターンを実証するための一般的なデータ型
(マップなど) です。
このデータモデルでサポートされているアクセスパターンは次の通りです。
• 出発空港と航空会社を指定したルート検索。
• 到着空港を指定したルート検索。
• 直行便がある空港の検索。
• 空港の詳細と航空会社の詳細の検索。

NoSQL Workbench のリリース履歴
NoSQL Workbench クライアント側アプリケーションの各リリースにおける重要な変更点を次の表に示し
ます。
変更

説明

日付

Amazon Keyspaces 用 NoSQL
Workbench — GA。

Amazon Keyspaces 用 NoSQL
Workbench の一般提供が開始さ
れました。

2020 年 10 月 28 日
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変更

説明

日付

NoSQL Workbench プレビュー版 NoSQL Workbench は、Amazon
がリリースされました。
Keyspaces の非リレーショナル
データモデルの設計と可視化を
より簡単にするクライアント側
アプリケーションです。NoSQL
Workbench クライアント
は、Windows、macOS、Linux
で使用できます。詳細について
は、「NoSQL Workbench for
Amazon Keyspaces」(Amazon
Keyspaces 用 NoSQL
Workbench) を参照してくださ
い。
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Amazon Keyspaces と Apache Spark
との統合
Apache Spark は、大規模データ分析のためのオープンソースエンジンです。Apache Spark を使用する
と、Amazon Keyspaces に保存されているデータに対してより効率的に分析を実行できます。Amazon
Keyspaces を使用して、アプリケーションに Spark single-digit-millisecond からの分析データへの一貫
した読み取りアクセスを提供することもできます。オープンソースの Spark カサンドラコネクタによ
り、Amazon Keyspaces と Spark 間のデータの読み取りと書き込みが簡単になります。
Amazon Keyspaces では Spark Cassandra コネクタがサポートされているため、フルマネージド型のサー
バーレスデータベースサービスを使用することで、Spark ベースの分析パイプラインでの Cassandra ワー
クロードの実行が効率化されます。Amazon Keyspaces を使用すると、Spark で、テーブルと同じ基盤
インフラストラクチャリソースをめぐって Spark が競合することを心配する必要はありません。Amazon
Keyspaces テーブルは、アプリケーショントラフィックに基づいて自動的にスケールアップおよびスケー
ルダウンします。
次のチュートリアルでは、Spark Cassandra コネクタを使用して Amazon Keyspaces にデータを読み書
きするために必要な手順とベストプラクティスについて説明します。このチュートリアルでは、Spark
Cassandra コネクタを使用してファイルからデータをロードし、Amazon Keyspaces テーブルに書
き込むことで、データを Amazon キースペースに移行する方法を示します。次に、チュートリアルで
は、Spark Cassandra コネクタを使用して Amazon Keyspaces からデータを読み戻す方法を示します。こ
れは、Spark ベースの分析パイプラインで Cassandra ワークロードを実行する場合に使用します。
トピック
• Spark カサンドラコネクタを使用して Amazon Keyspaces への接続を確立するための前提条
件 (p. 148)
• ステップ 1: Apache カサンドラスパークコネクタと統合できるように Amazon Keyspaces を設定す
る (p. 149)
• ステップ 2: Apache カサンドラスパークコネクターを設定する (p. 150)
• ステップ 3: アプリケーション設定ファイルを作成する (p. 151)
• ステップ 4: Amazon Keyspaces でソースデータとターゲットテーブルを準備する (p. 153)
• ステップ 5: Apache カサンドラスパークコネクタを使用して Amazon Keyspaces データを書き込み、
読み取る (p. 154)
• Amazon Keyspaces で Spark Cassandra コネクタを使用する場合の一般的なエラーのトラブルシュー
ティング (p. 156)

Spark カサンドラコネクタを使用して Amazon
Keyspaces への接続を確立するための前提条件
Spark Cassandra コネクタを使用して Amazon Keyspaces に接続する前に、以下がインストールされてい
ることを確認する必要があります。Amazon Keyspaces と Spark Cassandra コネクタの互換性は、以下の
推奨バージョンでテストされています。
• Java バージョン 8
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• Scala 2.11、2.12
• Spark 2.4
• カサンドラコネクター 2.5 以降
• カサンドラドライバー 4.12
1.

Scala をインストールするには、の手順に従ってくださいhttps://www.scala-lang.org/download/
scala2.html。

2.

Spark 3.1.2 をインストールするには、次の例に従います。
curl -o spark-3.1.2-bin-hadoop3.tgz -k https://dlcdn.apache.org/spark/spark-3.1.2/
spark-3.1.2-bin-hadoop3.2.tgz
# now to untar
tar -zxvf spark-3.1.2-bin-hadoop3.tgz
# set this variable.
export SPARK_HOME=$PWD/spark-3.1.2-bin-hadoop3.2
```

ステップ 1: Apache カサンドラスパークコネクタと
統合できるように Amazon Keyspaces を設定する
このステップでは、アカウントのパーティショナーが Apache Spark コネクタと互換性があることを確認
し、必要な IAM 権限を設定します。次のベストプラクティスは、テーブルに十分な読み取り/書き込みキャ
パシティをプロビジョニングするのに役立ちます。
1.

Murmur3Partitionerパーティショナーがアカウントのデフォルトパーティショナーであることを
確認します。このパーティショナーはスパークカサンドラコネクターと互換性があります。パーティ
ショナーとそれらの変更方法の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “パーティ
ショナーの使用” (p. 125)。

2.

Apache Spark を使用して、インターフェイス VPC エンドポイントを使用して Amazon Keyspaces の
IAM アクセス権限を設定します。
• 以下の IAM ポリシーの例に示すように、ユーザーテーブルへの読み取り/書き込みアクセス権と、シ
ステムテーブルへの読み取りアクセス権を割り当てます。
• Spark over VPC エンドポイントを使用して Amazon Keyspaces にアクセスするクライアントに
は、system.peers テーブルに使用可能なインターフェイス VPC エンドポイントを入力する必要が
あります。

{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cassandra:Select",
"cassandra:Modify"
],
"Resource":[
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/
mytable",
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
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},
{

}

3.

]

}

]
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"Sid":"ListVPCEndpoints",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcEndpoints"
],
"Resource":"*"

Spark Cassandra コネクタからのトラフィックをサポートできるように Amazon Keyspaces テーブル
に十分な読み取り/書き込みスループット容量を設定するには、以下のベストプラクティスを検討して
ください。
• シナリオのテストに役立つオンデマンドキャパシティの使用を開始してください。
• 本番環境のテーブルスループットのコストを最適化するには、コネクタからのトラフィックにレー
トリミッターを使用し、プロビジョニングされたキャパシティを自動スケーリングで使用するよう
にテーブルを設定します。詳細については、「the section called “Application Auto Scaling でのス
ループット容量の管理” (p. 106)」を参照してください。
• Cassandra ドライバーに付属する固定レートリミッターを使用できます。AWSサンプルリポジトリ
には、Amazon Keyspaces に合わせて調整されたレートリミッターがいくつかあります。
• キャパシティ管理の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “読み取り/書き込み
キャパシティモード” (p. 101)。

ステップ 2: Apache カサンドラスパークコネクター
を設定する
Apache Spark は、さまざまな方法で構成できる汎用コンピューティングプラットフォームです。Spark と
Spark Cassandra Connector を Amazon Keyspaces と統合するように設定するには、次のセクションで説
明する最小構成設定から始めて、後でワークロードに応じて設定を増やすことをお勧めします。
• 8 MB 未満の Spark パーティションサイズを作成します。
Spark では、パーティションはparallel 実行できるデータのアトミックな塊を表します。Spark
Cassandra コネクタを使用して Amazon Keyspaces にデータを書き込む場合、Spark パーティションが
小さいほど、タスクが書き込むレコードの量は少なくなります。Spark タスクに複数のエラーが発生し
た場合、指定された回数の再試行回数が過ぎると失敗します。大きなタスクの再処理や大量のデータの
再処理を避けるため、Spark パーティションのサイズは小さくしてください。
• エグゼキューターあたりの同時書き込み数は少なく、再試行回数は多いものを使用してください。
Amazon Keyspaces は、オペレーションがタイムアウトになると、キャパシティ不足エラーを
Cassandra ドライバーに返します。Spark Cassandra Connectorはを使用して透過的にリクエストを再
試行しようとするため、設定されたタイムアウト時間を変更しても、容量不足によるタイムアウトに対
処することはできませんMultipleRetryPolicy。再試行によってドライバーの接続プールが過負荷に
ならないように、エグゼキューターあたりの同時書き込み数は少なく、再試行回数は多いほうがよいで
しょう。以下のコードスニペットはの例です。
spark.cassandra.query.retry.count = 500
spark.cassandra.output.concurrent.writes = 3

• 合計スループットを分析し、複数の Cassandra セッションに分散します。
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• カサンドラスパークコネクターは、Sparkエグゼキューターごとに1つのセッションを作成します。
このセッションは、必要なスループットと必要な接続数を決定するための規模の単位と考えてくださ
い。
• エグゼキューターあたりのコア数とタスクあたりのコア数を定義するときは、最初は低く設定し、必
要に応じて増やしてください。
• 一時的なエラーが発生した場合に処理できるように Spark タスク障害を設定します。アプリケーショ
ンのトラフィックの特性と要件を理解したら、spark.task.maxFailures制限値に設定することを
お勧めします。
• たとえば、次の構成では、エグゼキューターごと、セッションごとに 2 つの同時タスクを処理できま
す。
spark.executor.instances = configurable -> number of executors for the session.
spark.executor.cores = 2 -> Number of cores per executor.
spark.task.cpus = 1 -> Number of cores per task.
spark.task.maxFailures = -1

• バッチ処理を無効にする。
• ランダムアクセスパターンを改善するために、バッチ処理をオフにすることをお勧めします。以下の
コードスニペットはの例です。
spark.cassandra.output.batch.size.rows = 1 (Default = None)
spark.cassandra.output.batch.grouping.key = none (Default = Partition)
spark.cassandra.output.batch.grouping.buffer.size = 100 (Default = 1000)

• 十分な容量のある、SPARK_LOCAL_DIRS高速なローカルディスクに設定します。
• デフォルトでは、Spark はマップ出力ファイルと復元力のある分散データセット (RDD)/tmp をフォ
ルダーに保存します。Spark ホストの構成によっては、これによってデバイススタイルのエラーに空
き容量がなくなる可能性があります。
• SPARK_LOCAL_DIRS環境変数をというディレクトリに設定するには/example/spark-dir、次のコ
マンドを使用できます。
export SPARK_LOCAL_DIRS=/example/spark-dir

ステップ 3: アプリケーション設定ファイルを作成
する
Amazon Keyspaces でオープンソースの Spark Cassandra コネクタを使用するには、 DataStax Java ドラ
イバーとの接続に必要な設定を含むアプリケーション設定ファイルを提供する必要があります。サービス
固有の認証情報または SigV4 プラグインを使用して接続できます。
Starfield デジタル証明書を TrustStore ファイルにまだ変換していない場合は、変換する必要がありま
す。Java ドライバ接続チュートリアルの詳細な手順に従うことができます。the section called “開始する
前に” (p. 34)TrustStore ファイルのパスとパスワードを書き留めます。この情報は、アプリケーションの設
定ファイルを作成するときに必要になります。

SIGv4 認証を使用してConnect する
このセクションでは、AWS認証情報と SigV4application.conf プラグインを使用して接続するときに
使用できるサンプルファイルを示します。まだ作成していない場合は、IAM アクセスキー (アクセスキー
ID とシークレットアクセスキー) を生成し、AWS設定ファイルまたは環境変数として保存する必要があり
ます。詳細な手順については、「the section called “に必要な認証情報AWS認証” (p. 19)」を参照してくだ
さい。
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次の例では、TrustStore ファイルへのファイルパスを置き換え、パスワードを置き換えます。
datastax-java-driver {
basic.contact-points = ["cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142"]
basic.load-balancing-policy {
class = DefaultLoadBalancingPolicy
local-datacenter = us-east-1
}
basic.request {
consistency = LOCAL_QUORUM
}
advanced {
auth-provider = {
class = software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider
aws-region = us-east-1
}
ssl-engine-factory {
class = DefaultSslEngineFactory
truststore-path = "path_to_file/cassandra_truststore.jks"
truststore-password = "password"
hostname-validation=false
}
metadata = {
schema {
token-map.enabled = true
}
}
}
}

/home/user1/application.confこの構成ファイルを更新して名前を付けて保存します。次の例で
は、このパスを使用しています。

サービス固有の認証情報によるConnect
このセクションでは、application.confサービス固有の認証情報を使用して接続するときに使用でき
るサンプルファイルを示します。まだ作成していない場合は、Amazon Keyspaces 用にサービス固有の認
証情報を生成する必要があります。詳細な手順については、「the section called “サービス固有の認証情
報” (p. 17)」を参照してください。
次の例では、usernamepasswordおよびを自分の認証情報に置き換えます。また、TrustStore ファイルへ
のファイルパスを置き換え、パスワードも置き換えてください。
datastax-java-driver {
basic.contact-points = ["cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142"]
basic.load-balancing-policy {
class = DefaultLoadBalancingPolicy
local-datacenter = us-east-1
}
basic.request {
consistency = LOCAL_QUORUM
}
advanced {
auth-provider = {
class = PlainTextAuthProvider
username = "username"
password = "password"
aws-region = "us-east-1"
}
ssl-engine-factory {
class = DefaultSslEngineFactory
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truststore-path = "path_to_file/cassandra_truststore.jks"
truststore-password = "password"
hostname-validation=false

}

}

}
metadata = {
schema {
token-map.enabled = true
}
}

コード例で使用できるように、/home/user1/application.confこの構成ファイルを更新して保存し
ます。

固定レートでConnect
Spark エグゼキューターごとに固定レートを強制するには、リクエストスロットラーを定義できます。こ
のリクエストスロットラーは、1 秒あたりのリクエスト数を制限します。Spark カサンドラ・コネクター
は、エグゼキューターごとにカサンドラ・セッションをデプロイします。次の式を使用すると、テーブル
に対して一貫したスループットを実現できます。
max-request-per-second * numberOfExecutors = total throughput against a table

この例は、以前に作成したアプリケーション構成ファイルに追加できます。
datastax-java-driver {
advanced.throttler {
class = RateLimitingRequestThrottler

}

}

max-requests-per-second = 3000
max-queue-size = 30000
drain-interval = 1 millisecond

ステップ 4: Amazon Keyspaces でソースデータと
ターゲットテーブルを準備する
このステップでは、サンプルデータと Amazon Keyspaces テーブルを含むソースファイルを作成します。
1.

ソースファイルを作成します。次のオプションのいずれかを選択します。
•

このチュートリアルでは、名前を含むカンマ区切り値 (CSV)keyspaces_sample_table.csv
ファイルをデータ移行用のソースファイルとして使用します。提供されたサンプルファイルに
は、book_awards という名前のテーブルに関する数行のデータが含まれています。
•

•

次のアーカイブファイル samplemigration.zip に含まれているサンプル CSV ファイ
ル (keyspaces_sample_table.csv) をダウンロードします。アーカイブを解凍
し、keyspaces_sample_table.csv へのパスをメモしておきます。

独自の CSV ファイルを使用して Amazon Keyspaces にデータを書き込む場合は、データがラン
ダム化されていることを確認してください。データベースから直接読み取られるデータやフラッ
トファイルにエクスポートされるデータは、通常、パーティションとプライマリキー順に並べら
れます。順序付けられたデータを Amazon Keyspaces にインポートすると、Amazon Keyspaces
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パーティションの小さなセグメントに書き込まれる可能性があり、その結果、トラフィックの分
散が不均一になります。これにより、パフォーマンスが低下し、エラー率が高くなる可能性があ
ります。

対照的に、データをランダム化すると、トラフィックをパーティション間でより均等に分散でき
るため、Amazon Keyspaces に組み込まれているロードバランシング機能を活用できます。デー
タをランダム化するために使用できるさまざまなツールがあります。オープンソースツール Shuf
を使用する例については、the section called “ステップ 2: データを準備する” (p. 77)データ移行
チュートリアルのを参照してください。以下は、データをとしてシャッフルする方法を示す例で
すDataFrame。
import org.apache.spark.sql.functions.randval
shuffledDF = dataframe.orderBy(rand())

2.

Amazon Keyspaces でターゲットのキースペースとテーブルを作成します。
a.

を使用して Amazon Keyspaces Connect しcqlsh、次の例のサービスエンドポイント、ユーザー
名、およびパスワードをそれぞれ独自の値に置き換えます。
cqlsh cassandra.us-east-2.amazonaws.com 9142 -u "111122223333" -p "wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY" --ssl

b.

次の例に示すように、catalog という名前の新しいキースペースを作成します。
CREATE KEYSPACE catalog WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};

c.

新しいキースペースが利用可能な状態になったら、次のコードを使用してターゲットテーブル
book_awards を作成します。非同期的なリソース作成と、リソースが利用可能かどうかを確認
する方法については、「the section called “キースペースの作成” (p. 118)」を参照してください。
CREATE TABLE catalog.book_awards (
year int,
award text,
rank int,
category text,
book_title text,
author text,
publisher text,
PRIMARY KEY ((year, award), category, rank)
);

ステップ 5: Apache カサンドラスパークコネクタを
使用して Amazon Keyspaces データを書き込み、
読み取る
このステップでは、まず、サンプルファイルのデータを Spark CassandraDataFrame コネクタを使用し
てにロードします。次に、からのデータを Amazon KeyspacesDataFrame ステーブルに書き込みます。
この部分を単独で使用して、たとえば Amazon Keyspaces テーブルにデータを移行することもできます。
最後に、Spark CassandraDataFrame コネクターを使用してテーブルからデータをに読み込みます。こ
の部分を単独で使用することもできます。たとえば、Amazon Keyspaces テーブルからデータを読み取
り、Apache Spark でデータ分析を実行する場合などです。
1.

次の例に示すように Spark シェルを起動します。この例では SigV4 認証を使用していることに注意し
てください。
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./spark-shell --files application.conf --conf
spark.cassandra.connection.config.profile.path=application.conf
--packages software.aws.mcs:aws-sigv4-auth-cassandra-java-driverplugin:4.0.5,com.datastax.spark:spark-cassandra-connector_2.12:3.1.0 --conf
spark.sql.extensions=com.datastax.spark.connector.CassandraSparkExtensions

2.

次のコードを使用して Spark カサンドラコネクターをインポートします。
import org.apache.spark.sql.cassandra._

3.

CSV ファイルからデータを読み取ってに保存するにはDataFrame、次のコード例を使用できます。
var df =
spark.read.option("header","true").option("inferSchema","true").csv("keyspaces_sample_table.csv")

結果は以下のコマンドで表示できます。
scala> df.show();

出力は以下のようになります。
+----------------+----+-----------+----+------------------+-------------------+-------------+
|
award|year|
category|rank|
author|
book_title|
publisher|
+----------------+----+-----------+----+------------------+-------------------+-------------+
|Kwesi Manu Prize|2020|
Fiction|
1|
Akua Mansa|
Where did you go?|
SomePublisher|
|Kwesi Manu Prize|2020|
Fiction|
2|
John Stiles|
Yesterday|Example
Books|
|Kwesi Manu Prize|2020|
Fiction|
3|
Nikki Wolf|Moving to the Cha...|
AnyPublisher|
|
Wolf|2020|Non-Fiction|
1|
Wang Xiulan|
History of Ideas|Example
Books|
|
Wolf|2020|Non-Fiction|
2|Ana Carolina Silva|
Science Today|
SomePublisher|
|
Wolf|2020|Non-Fiction|
3| Shirley Rodriguez|The Future of Sea...|
AnyPublisher|
|
Richard Roe|2020|
Fiction|
1| Alejandro Rosalez|
Long Summer|
SomePublisher|
|
Richard Roe|2020|
Fiction|
2|
Arnav Desai|
The Key|Example
Books|
|
Richard Roe|2020|
Fiction|
3|
Mateo Jackson|
Inside the Whale|
AnyPublisher|
+----------------+----+-----------+----+------------------+-------------------+-------------+

DataFrame次の例に示すように、でデータのスキーマを確認できます。
scala> df.printSchema

出力は以下のようになります。
root
|-- award: string (nullable = true)
|-- year: integer (nullable = true)
|-- category: string (nullable = true)
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|-|-|-|--

4.

rank: integer (nullable = true)
author: string (nullable = true)
book_title: string (nullable = true)
publisher: string (nullable = true)

次のコマンドを使用して、内のデータを Amazon KeyspacesDataFrame テーブルに書き込みます。
df.write.cassandraFormat("book_awards", "catalog").mode("APPEND").save()

5.

データが保存されたことを確認するには、次の例に示すようにデータをデータフレームに読み戻しま
す。
var newDf = spark.read.cassandraFormat("book_awards", "catalog").load()

これで、データフレームに現在含まれているデータを表示できます。
scala> newDf.show()

このコマンドの出力は以下のようになります。
+--------------------+------------------+----------------+-----------+------------+----+----+
|
book_title|
author|
award|
category|
publisher|
rank|year|
+--------------------+------------------+----------------+-----------+------------+----+----+
|
Long Summer| Alejandro Rosalez|
Richard Roe|
Fiction|SomePublisher|
1|2020|
|
History of Ideas|
Wang Xiulan|
Wolf|Non-Fiction|Example Books|
1|2020|
|
Where did you go?|
Akua Mansa|Kwesi Manu Prize|
Fiction|SomePublisher|
1|2020|
|
Inside the Whale|
Mateo Jackson|
Richard Roe|
Fiction| AnyPublisher|
3|2020|
|
Yesterday|
John Stiles|Kwesi Manu Prize|
Fiction|Example Books|
2|2020|
|Moving to the Cha...|
Nikki Wolf|Kwesi Manu Prize|
Fiction| AnyPublisher|
3|2020|
|The Future of Sea...| Shirley Rodriguez|
Wolf|Non-Fiction| AnyPublisher|
3|2020|
|
Science Today|Ana Carolina Silva|
Wolf|Non-Fiction|SomePublisher|
2|2020|
|
The Key|
Arnav Desai|
Richard Roe|
Fiction|Example Books|
2|2020|
+--------------------+------------------+----------------+-----------+------------+----+----+

Amazon Keyspaces で Spark Cassandra コネクタ
を使用する場合の一般的なエラーのトラブルシュー
ティング
Amazon Virtual Private Cloud を使用していて、Amazon Keyspaces に接続している場合、Spark コネクタ
を使用するときに発生する最も一般的なエラーは、以下の設定の問題が原因です。
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• VPC で使用されている IAM ユーザーまたはロールには、Amazon Keyspacessystem.peers のテーブ
ルにアクセスするために必要な権限がありません。詳細については、「the section called “インターフェ
イス VPC エンドポイント情報を含む system.peers テーブルエントリの入力” (p. 246)」を参照して
ください。
• IAM ユーザーまたはロールには、ユーザーテーブルへの読み取り/書き込みアクセス権と Amazon
Keyspaces のシステムテーブルへの読み取りアクセス権がありません。詳細については、「the section
called “ステップ 1: Amazon Keyspaces を設定する” (p. 149)」を参照してください。
• Java ドライバー構成では、SSL/TLS 接続の作成時にホスト名の検証が無効になりません。例について
は、「the section called “ステップ 2: ドライバーを設定する” (p. 36)」を参照してください。
接続トラブルシューティングの詳細な手順については、を参照してくださいthe section called “VPC エン
ドポイント接続のエラー” (p. 87)。
さらに、Amazon CloudWatch メトリックスを使用すると、Amazon キースKeyspaces 内の Spark
Cassandra コネクタ構成に関する問題のトラブルシューティングにも役立ちます。Amazon Keyspaces を
とともに使用する方法の詳細については CloudWatch、を参照してくださいthe section called “によるモニ
タリング CloudWatch” (p. 226)。
次のセクションでは、Spark Cassandraコネクターを使用する際に確認すべき最も役立つメトリックにつ
いて説明します。
PerConnectionRequestRateExceeded
Amazon Keyspaces には、接続ごとに 1 秒あたり 3,000 リクエストの割り当てがあります。各 Spark
エグゼキューターは Amazon Keyspaces との接続を確立します。複数回の再試行を実行すると、
接続ごとのリクエストレートのクォータを使い果たす可能性があります。このクォータを超える
と、Amazon KeyspacesPerConnectionRequestRateExceeded CloudWatch はメトリックスを出
力します。
PerConnectionRequestRateExceeded 他のシステムエラーやユーザーエラーと一緒にイベントが発生
する場合は、Spark が接続ごとに割り当てられたリクエスト数を超えて複数回再試行を実行している
可能性があります。
PerConnectionRequestRateExceeded他のエラーのないイベントが表示される場合は、スルー
プットを向上させるためにドライバー設定の接続数を増やす必要があるかもしれませんし、Spark
ジョブのエグゼキューターの数を増やす必要があるかもしれません。
StoragePartitionThroughputCapacityExceeded
Amazon キKeyspaces には、パーティションごとに 1 秒あたり 1,000 WCU
または WRU、1 秒あたり 3,000 個の RCU または RRU の割り当てがありま
す。StoragePartitionThroughputCapacityExceeded CloudWatch イベントが表示される場合
は、データがロード時にランダム化されていない可能性があります。データをシャッフルする方法の
例については、を参照してくださいthe section called “ステップ 4: ソースデータとターゲットテーブ
ルを準備する” (p. 153)。

一般的なエラーおよび警告
Amazon Virtual Private Cloud を使用していて、Amazon Keyspaces に接続している場
合、Cassandrasystem.peers ドライバーはテーブル内のコントロールノード自体に関する警告メッ
セージを発行することがあります。詳細については、「the section called “一般的なエラーおよび警
告” (p. 250)」を参照してください。この警告を無視しても問題ありません。

157

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
使用方法

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) のポイントインタイ
ムリカバリ
ポイントインタイムリカバリ (PITR) により、テーブルデータの継続的なバックアップが可能になるた
め、Amazon Keyspaces テーブルの誤った書き込みオペレーションや削除オペレーションを防止できま
す。
例えば、テストスクリプトで、誤って本稼働環境の Amazon Keyspaces テーブルに書き込みを行ったと
します。と point-in-time リカバリすれば、過去 35 日以内に PITR を有効にした後の任意の時点の状態に
テーブルのデータを復元することができます。テーブルを削除した場合 point-in-time リカバリを有効にす
ると、35 日以内に削除されたテーブルのデータをクエリすれば (追加料金なし)、削除直前の状態に復元す
ることができます。
Amazon Keyspaces テーブルは、コンソール、AWSSDK およびAWS Command Line Interface(AWS
CLI)、Cassandra クエリ言語 (CQL) など。詳細については、「Amazon Keyspaces テーブルのポイントイ
ンタイムリカバリ (p. 165)」を参照してください。
ポイントインタイムオペレーションのパフォーマンスや可用性がベーステーブルに影響を及ぼすことはな
く、テーブルを復元しても追加のスループットは消費されません。
PITR クォータの詳細については「クォータ (p. 272)」を参照してください。
料金については、「Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) pricing」(Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) の料金) を参照してください。
トピック
• その方法は point-in-time Amazon Keyspaces でのリカバリ機能 (p. 158)
• Amazon Keyspaces テーブルのポイントインタイムリカバリ (p. 165)

その方法は point-in-time Amazon Keyspaces での
リカバリ機能
このセクションでは、Amazon Keyspaces の概要を説明します。 point-in-time 復旧 (PITR) は機能しま
す。料金の詳細については、「Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) pricing」(Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 向け) の料金) を参照してください。
トピック
•
•
•
•
•

の有効化 point-in-time リカバリ (PITR) (p. 159)
テーブルの復元に必要な許可 (p. 161)
PITR 継続的バックアップの時間ウィンドウ (p. 162)
PITR 復元設定 (p. 163)
暗号化されたテーブルの PITR 復元 (p. 163)

• PITR によるテーブル復元時間 (p. 164)
• Amazon Keyspaces の PITR および AWS サービスとの統合 (p. 164)
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の有効化 point-in-time リカバリ (PITR)
コンソールを使用して PITR を有効にすることも、プログラムで有効にすることも可能です。

コンソールを使用した PITR の有効化
新しいテーブルの PITR 設定は、[Customized settings] (カスタマイズされた設定) オプションで管理できま
す。デフォルトでは、コンソールを通じて作成された新しいテーブルに対して PITR が有効になっていま
す。
既存のテーブルに対して PITR を有効にするには、次の手順を実行します。
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home で
Amazon Keyspaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) を選択し、編集するテーブルを選択します。

3.

[Backups] (バックアップ) タブで、[Edit] (編集) を選択します。

4.

左編集 point-in-time リカバリ設定セクションで、ポイントインタイムリカバリを有効にする。

テーブルの PITR は、以下のステップでいつでも無効にできます。
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home で
Amazon Keyspaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) を選択し、編集するテーブルを選択します。

3.

[Backups] (バックアップ) タブで、[Edit] (編集) を選択します。

4.

左編集 point-in-time リカバリ設定セクションで、ポイントインタイムリカバリを有効にする] チェック
ボックスをオンにします。

Important
PITR を無効にすると、35 日以内にテーブルの PITR を再度有効にしても、バックアップ履歴が
直ちに削除されます。
コンソールを使用したテーブル復元方法については、「the section called “テーブルのポイントインタイム
リカバリ (コンソール)” (p. 165)」を参照してください。

を使用して PITR の有効化AWS CLI
テーブルの PITR 設定は、UpdateTableアピ。
を使用して新しいテーブルを作成する場合AWS CLIでは、新規のテーブルを作成する時点で PITR を明示
的に有効にする必要があります。
新規テーブルの作成時に PITR を有効にするには、以下を使用します。AWS CLIコマンドを例に挙げる。
読みやすさを向上させるために、コマンドは別々の行に分割されています。
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
--schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=name,type=text},
{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
--point-in-time-recovery 'status=ENABLED'

Note
そうでない場合 point-in-time リカバリ値が指定され、デフォルトにより、ポイントインタイムリ
カバリは無効になります。
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以下では、 point-in-time テーブルのリカバリ設定では、以下を使用できます。AWS CLIコマンド。
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'

を使用して既存のテーブルに対して PITR を有効にするにはAWS CLIで、以下のコマンドを実行します。
aws keyspaces update-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable' --point-intime-recovery 'status=ENABLED'

既存のテーブルで PITR を無効にするには、以下を実行します。AWS CLIコマンド。
aws keyspaces update-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable' --point-intime-recovery 'status=DISABLED'

Important
PITR を無効にすると、35 日以内にテーブルの PITR を再度有効にしても、バックアップ履歴が
直ちに削除されます。

CQL を使用した PITR の有効化
テーブルの PITR 設定は、point_in_time_recovery カスタムプロパティを使用して管理することがで
きます。
CQL を使用して新規のテーブルを作成する場合、新規のテーブルを作成する時点で PITR を明示的に有効
にする必要があります。
新規テーブルの作成時に PITR を有効にするには、次の CQL コマンドを例として使用します。
CREATE TABLE "my_keyspace1"."my_table1"(
"id" int,
"name" ascii,
"date" timestamp,
PRIMARY KEY("id"))
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
'capacity_mode':{'throughput_mode':'PAY_PER_REQUEST'},
'point_in_time_recovery':{'status':'enabled'}
}

Note
そうでない場合 point-in-time リカバリカスタムプロパティが指定され、デフォルトにより、ポイ
ントインタイムリカバリは無効になります。
CQL を使用して既存のテーブルの PITR を有効にするには、次の CQL コマンドを実行します。
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH custom_properties = {'point_in_time_recovery': {'status': 'enabled'}}

既存のテーブルで PITR を無効にするには、次の CQL コマンドを実行します。
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH custom_properties = {'point_in_time_recovery': {'status': 'disabled'}}

Important
PITR を無効にすると、35 日以内にテーブルの PITR を再度有効にしても、バックアップ履歴が
直ちに削除されます。
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CQL 言語リファレンスの詳細については、「the section called “CREATE TABLE” (p. 261)」と「the
section called “ALTER TABLE” (p. 263)」を参照してください。CQL を使用したテーブル復元方法につい
ては、「the section called “CQL によるテーブルのポイントインタイムリカバリ” (p. 168)」を参照してく
ださい。

テーブルの復元に必要な許可
テーブルを正常に復元するには、IAM のユーザーまたはロールで次の最小限の許可を取得しておく必要が
あります。
• cassandra:Restore — この復元アクションはターゲットテーブルの復元に必須です。
• cassandra:Select — この選択アクションはソーステーブルからの読み取りに必須です。
• cassandra:TagResource — タグアクションはオプションで、復元オペレーションによりタグが追加
される場合にのみ必須です。
キースペース mykeyspace 内のテーブルを復元するために必要な最小限の許可をユーザーに付与するポリ
シーの例を以下に示します。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cassandra:Restore",
"cassandra:Select"
],
"Resource":[
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/*",
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
]
}
]

選択した他の機能に基づいて、テーブルを復元するための追加の許可が必要になる場合があります。例え
ば、ソーステーブルが保管時にカスタマーマネージドキーで暗号化されている場合、テーブルを正常に復
元するために、Amazon Keyspaces にはソーステーブルのカスタマーマネージドキーへのアクセス許可が
必要になります。詳細については、「the section called “PITR と暗号化されたテーブル” (p. 163)」を参
照してください。
IAM ポリシーを条件キーとともに使用して特定のソースへの受信トラフィックを制限するには、プリンシ
パルの代わりに復元オペレーションを実行する許可が Amazon Keyspaces に付与されていることを確認す
る必要があります。ポリシーにより受信トラフィックが次のいずれかに制限されている場合は、IAM ポリ
シーに aws:ViaAWSService 条件キーを追加する必要があります。
• aws:SourceVpce の場合は VPC エンドポイント
• aws:SourceIp の場合は IP レンジ
• aws:SourceVpc の場合は VPC
AWS サービスでプリンシパルの認証情報を使用してリクエストを実行すると、aws:ViaAWSService 条
件キーによりアクセスが許可されます。詳細については、次を参照してください。IAM JSON ポリシーの
要素: 条件キーのIAM ユーザーガイド。
以下は、ソーストラフィックを特定の IP アドレスに制限し、プリンシパルの代わりに Amazon Keyspaces
によってテーブルが復元されるようにするポリシーの例です。
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{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"CassandraAccessForCustomIp",
"Effect":"Allow",
"Action":"cassandra:*",
"Resource":"*",
"Condition":{
"Bool":{
"aws:ViaAWSService":"false"
},
"ForAnyValue:IpAddress":{
"aws:SourceIp":[
"123.45.167.89"
]
}
}
},
{
"Sid":"CassandraAccessForAwsService",
"Effect":"Allow",
"Action":"cassandra:*",
"Resource":"*",
"Condition":{
"Bool":{
"aws:ViaAWSService":"true"
}
}
}
]

aws:ViaAWSService グローバル条件キーを使用したポリシーの例については、「the section called
“VPC エンドポイントポリシーと Amazon Keyspaces point-in-timeリカバリ (PITR)” (p. 249)」を参照し
てください。

PITR 継続的バックアップの時間ウィンドウ
Amazon Keyspaces PITR では、復元可能なバックアップをテーブルに使用できる時間枠を維持するため
に、2 つのタイムスタンプが使用されます。
• 最古の復元可能時間 – 最も古い復元可能バックアップの時刻をマークします。最古の復元可能バック
アップは、35 日前、または PITR が有効化された時点のいずれか新しい方までさかのぼります。35 日の
最大バックアップウィンドウは変更できません。
• 現在の時刻 – 最新の復元可能バックアップのタイムスタンプが現在の時刻です。復元中にタイムスタン
プが指定されない場合は、現在の時刻が使用されます。
PITR を有効にすると、EarliestRestorableDateTime から CurrentTime までの期間の任意の時点の
状態まで復元できます。テーブルデータは、PITR が有効化された時点までしか復元できません。
PITR を無効にして後で再度有効にした場合は、最初の使用可能バックアップの開始時刻を、PITR が再有
効化された時刻にリセットします。つまり、PITR を無効にすると、バックアップ履歴が消去されるという
ことです。

Note
テーブルでのデータ定義言語 (DDL) オペレーション (スキーマの変更など) は、非同期で実行され
ます。復元されたテーブルデータには完了したオペレーションのみが表示されますが、復元時に
オペレーションが進行中である場合は、ソーステーブルで追加のアクションが表示される可能性
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があります。DDL ステートメントのリストについては、「the section called “DDL ステートメン
ト” (p. 259)」を参照してください。
復元するテーブルはアクティブでなくても構いません。削除されたテーブルで PITR が有効になってい
て、バックアップウィンドウ内 (または過去 35 日以内) に削除が行われた場合でも、削除されたテーブル
を復元できます。

Note
以前に削除されたテーブルと同じ修飾名 (mykeyspace.mytable など) を用いて新しいテーブルが
作成された場合、削除されたテーブルは復元できなくなります。コンソールでこれを実行すると
警告が表示されます。

PITR 復元設定
PITR を使用してテーブルを復元すると、Amazon Keyspaces により、ソーステーブルのスキーマとデー
タを、新しいテーブルに対して選択したタイムスタンプ (day:hour:minute:second) に基づいた状態に
復元します。既存のテーブルは PITR によりオーバーライドされません。
PITR では、テーブルのスキーマとデータに加えて、custom_properties ソーステーブルからの復元も
行われます。カスタムプロパティについては、最古の復元時刻から現在の時刻までの範囲で選択したタイ
ムスタンプに基づいて復元されるテーブルのデータとは異なり、常に現在の時刻のテーブル設定に基づい
て復元されます。
復元されたテーブルの設定は、タイムスタンプが復元開始時であるソーステーブルの設定と一致します。
これらの設定は復元中にオーバーライドすることができるので、その場合は WITH custom_properties
を使用します。カスタムプロパティには以下の設定が含まれます。
• 読み取り/書き込みキャパシティモード
• プロビジョンドスループット性能設定
• PITR 設定
テーブル全体を復元する場合、復元済みテーブルのすべてのテーブル設定は、復元時の送信元のテーブル
の現在の設定から取得されます。
たとえば、テーブルのプロビジョニングされたスループットが 50 読み込みキャパシティーユニットおよ
び 50 書き込みキャパシティーユニットに最近下げられたとします。その後、このテーブルを 3 週間前の
状態に復元します。このとき、プロビジョンドスループットの読み取りキャパシティユニットは 100 に、
書き込みキャパシティユニットも 100 に設定されました。この場合、Amazon Keyspaces では、テーブル
データは指定の時点の状態に復元されますが、プロビジョンドスループット設定は最新の設定 (読み取り
キャパシティユニット 50、書き込みキャパシティユニット 50) が使用されます。
次の設定は復元されないため、新しいテーブルに対して手動で設定する必要があります。
• オートスケーリングポリシー (プロビジョンドキャパシティモードを使用しているテーブルの場合)
• AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー
• アマゾン CloudWatch のメトリクスおよびアラーム
• タグ (WITH TAGS を使用して CQL RESTORE ステートメントに追加できる)

暗号化されたテーブルの PITR 復元
PITR を使用してテーブルを復元すると、Amazon Keyspaces によりソーステーブルの暗号化設定が復元
されます。そのテーブルは、AWS 所有のキー (デフォルト) で暗号化されている場合、同じ設定で自動的
に復元されます。復元するテーブルがカスタマーマネージドキーを使用して暗号化されている場合は、
テーブルデータを復元するために同じカスタマーマネージドキーを使用して Amazon Keyspaces にアクセ
スできる必要があります。

163

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
テーブル復元時間

テーブルの暗号化設定は復元時に変更できます。AWS 所有のキー からカスタマーマネージドキーに変更
するには、復元の時点で有効でありアクセスが可能なカスタマーマネージドキーを指定する必要がありま
す。
カスタマーマネージドキーから AWS 所有のキー に変更する場合は、AWS 所有のキー でテーブルを復元
するためにソーステーブルのカスタマーマネージドキーに Amazon Keyspaces がアクセスできることを確
認します。テーブルの保管データ暗号化設定の詳細については、「the section called “仕組み” (p. 187)」
を参照してください。

Note
Amazon Keyspaces がカスタマーマネージドキーにアクセスできなくなったためにテーブル
が削除された場合は、そのテーブルを復元する前に、カスタマーマネージドキーが Amazon
Keyspaces にアクセスできるか確認する必要があります。カスタマーマネージドキーで暗号化さ
れたテーブルは、Amazon Keyspaces がそのキーにアクセスできない場合に復元できません。詳
細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Troubleshooting key
access」(キーアクセスのトラブルシューティング) を参照してください。

PITR によるテーブル復元時間
テーブルの復元にかかる時間は複数の要因に基づいており、テーブルのサイズに直接関連しているとは限
りません。
復元時間に関する考慮事項を次に示します。
• 新しいテーブルにバックアップを復元します。新しいテーブルを作成して復元プロセスを開始するため
のすべてのアクションを実行するのに、テーブルが空でも最大で 20 分かかることがあります。
• データモデルが適切に分散されている大きなテーブルの復元時間は数時間以上になる可能性がありま
す。
• ソーステーブルに大きく歪んだデータが含まれている場合は復元時間は長くなることがあります。例え
ば、テーブルのプライマリキーにより 1 年のうちの 1 か月がパーティショニングに使われており、すべ
てのデータが 12 月のものだった場合は、データを歪めています。
災害対策を計画する際のベストプラクティスは、平均復元完了時間を定期的に記録し、これらの時間が目
標復旧時間全体にどのように影響するかを確認することです。

Amazon Keyspaces の PITR および AWS サービスと
の統合
次の PITR オペレーションは、AWS CloudTrail を使用してログに記録されるので、継続的な監視と監査が
可能です。
• PITR が有効または無効になっている新規のテーブルを作成します。
• 既存のテーブルで PITR を有効または無効にします。
• アクティブなテーブルまたは削除されたテーブルを復元します。
詳細については、「での Amazon Keyspaces API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 239)」を参照し
てください。
AWS CloudFormation を使用して以下の PITR アクションを実行できます。
• PITR が有効または無効になっている新規のテーブルを作成します。
• 既存のテーブルで PITR を有効または無効にします。
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詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「Cassandra Resource Type
Reference」(Cassandra リソースタイプのリファレンス) を参照してください。

Amazon Keyspaces テーブルのポイントインタイム
リカバリ
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) point-in-time リカバリ (PITR) では、過去 35 日間の任意
の時点に Amazon Keyspaces テーブルのデータを復元できます。このチュートリアルの最初の部分で
は、Amazon Keyspaces コンソールを使用して、テーブルを特定時点の状態に復元する方法について説明
します。AWS Command Line Interface(AWS CLI)、Cassandra クエリ言語 (CQL) など。2 番目のパートで
は、削除したテーブルをAWS CLICQL。
トピック
• 開始する前に (p. 165)
• テーブルのポイントインタイムリカバリ (コンソール) (p. 165)
• テーブルを特定時点の状態に復元するにはAWS CLI (p. 166)
• CQL によるテーブルのポイントインタイムリカバリ (p. 168)
• 削除されたテーブルをAWS CLI (p. 169)
• CQL による削除済みテーブルの復元 (p. 169)

開始する前に
ユーザーによる Amazon Keyspaces テーブルの復元を可能にする適切な許可をまだ設定していない場
合は、設定する必要があります。AWS Identity and Access Management (IAM) では、AWS 管理ポリ
シー AmazonKeyspacesFullAccess には Amazon Keyspaces テーブルの復元許可が含まれていま
す。必要最小限の許可をポリシーに実装するステップの詳細については、「the section called “復元許
可” (p. 161)」を参照してください。

テーブルのポイントインタイムリカバリ (コンソール)
Amazon Keyspaces コンソールを使用して mytable という既存のテーブルのポイントインタイムリカバ
リを実行する方法を次の例に示します。

Note
この手順では、有効にしたことを前提としています。 point-in-time 復旧。mytable テーブルに対
して PITR を有効にするには、the section called “コンソールの使用” (p. 159) のステップに従い
ます。
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home で
Amazon Keyspaces コンソールを開きます。

2.

コンソールの左側のナビゲーションペインで、[Tables] (テーブル) を選択します。

3.

テーブルのリストで、[mytable] テーブルを選択します。

4.

mytable テーブルの [Backups] (バックアップ) タブの [Point-in-time recovery] (ポイントインタイムリ
カバリ) セクションで、[Restore] (復元) を選択します。

5.

新しいテーブルの名前に mytable_restored と入力します。

6.

復元オペレーションのポイントインタイムを定義するために、次の 2 つのオプションのいずれかを選
択できます。
•

あらかじめ設定されている [Earliest] (最も早い時間) を選択します。
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•

[Specify date and time] (日時の指定) を選択し、新しいテーブルの復元時点の日付と時刻を入力し
ます。

Note
[Earliest] (最古) の時点から現在の時点までの期間内の任意の特定時点の状態に復元できま
す。Amazon Keyspaces により、選択した日時 (day:hour:minute:second) に基づいた状態に
テーブルデータが復元されます。
7.

[Restore] (復元) を選択して、復元プロセスを開始します。
復元中のテーブルのステータスは、[Restoring] (復元中) と表示されます。復元プロセスが終了する
と、mytable_restored テーブルのステータスは [Active] (アクティブ) に変わります。

Important
復元中は、復元を目的とした、IAM エンティティ (例: ユーザー、グループ、ロール) を
付与する AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの変更や削除を行わ
ないでください。行った場合、予期しない動作が発生する場合があります。例えば、
テーブルの復元中にテーブルの書き込み許可を削除したとします。この場合、基本とな
るRestoreTableToPointInTimeオペレーションを使用しても、復元されたデータをテー
ブルに書き込むことはできません。
復元オペレーション完了後は、アクセス権限の変更または削除のみ行うことができます。

テーブルを特定時点の状態に復元するにはAWS CLI
AWS CLI を使用して、myTable という既存のテーブルをポイントインタイムに復元する方法を次の手順
に示します。
1.

最初のステップでは、という名前の単純なテーブルを作成します。myTablePITR が有効になってい
ます。このコマンドは、読みやすいように個別の行に分割されています。
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
--schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=name,type=text},
{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
--point-in-time-recovery 'status=ENABLED'

2.

新しいテーブルのプロパティを確認し、earliestRestorableTimestampPITR 用。
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'

このコマンドの出力は、以下を返します。
{

"keyspaceName": "myKeyspace",
"tableName": "myTable",
"resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111222333444:/keyspace/myKeyspace/
table/myTable",
"creationTimestamp": "2022-06-20T14:34:57.049000-07:00",
"status": "ACTIVE",
"schemaDefinition": {
"allColumns": [
{
"name": "id",
"type": "int"
},
{
"name": "date",
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},
{

"type": "timestamp"
"name": "name",
"type": "text"

}
],
"partitionKeys": [
{
"name": "id"
}
],
"clusteringKeys": [],
"staticColumns": []

}

},
"capacitySpecification": {
"throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
"lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2022-06-20T14:34:57.049000-07:00"
},
"encryptionSpecification": {
"type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
},
"pointInTimeRecovery": {
"status": "ENABLED",
"earliestRestorableTimestamp": "2022-06-20T14:35:13.693000-07:00"
},
"defaultTimeToLive": 0,
"comment": {
"message": ""
}

アクティブなテーブルは、任意のテーブルに復元できます。 point-in-time
のearliestRestorableTimestampそして現在の時間を 1 秒間隔で指定します。デフォルトは現在
の時刻です。
3.

テーブルを特定時点の状態に復元するには、restore_timestampISO 8601 形式です。
過去 35 日間の任意の時点を 1 秒間隔で選択できます。たとえば、次のコマンドでは
EarliestRestorableDateTime にテーブルを復元します。
aws keyspaces restore-table --source-keyspace-name 'myKeyspace' --source-table-name
'myTable' --target-keyspace-name 'myKeyspace' --target-table-name 'myTable_restored'
--restore-timestamp "2022-06-20 21:35:14.693"

このコマンドの出力は、復元されたテーブルの ARN を返します。
{

"restoredTableARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111222333444:/keyspace/myKeyspace/
table/myTable_restored"
}

テーブルを現在の時刻に戻すには、restore-timestamp。
aws keyspaces restore-table --source-keyspace-name 'myKeyspace' --source-table-name
'myTable' --target-keyspace-name 'myKeyspace' --target-table-name 'myTable_restored1'"

Important
復元中は、復元を目的とした、IAM エンティティ (例: ユーザー、グループ、ロール) を付与する
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの変更や削除を行わないでください。行っ
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た場合、予期しない動作が発生する場合があります。例えば、テーブルの復元中にテーブルの
書き込み許可を削除したとします。この場合、基本となるRestoreTableToPointInTimeオペ
レーションを使用しても、復元されたデータをテーブルに書き込むことはできません。
復元オペレーション完了後は、アクセス権限の変更または削除のみ行うことができます。

CQL によるテーブルのポイントインタイムリカバリ
CQL を使用して、mytable という名前の既存のテーブルを特定の時点の状態に戻す方法を次の手順に示
します。

Note
この手順では、有効にしたことを前提としています。 point-in-time 復旧。テーブルで PITR を有
効にするには、「the section called “CQL” (p. 160)」のステップを実行します。
1.

アクティブなテーブルを point-in-time の間earliest_restorable_timestampと現在時刻です。デ
フォルトは現在の時刻です。
確認するには point-in-time リカバリは、mytableテーブル、クエリを実行しま
す。system_schema_mcs.tables以下のように設定します。
SELECT custom_properties
FROM system_schema_mcs.tables
WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name = 'mytable';

次のサンプル出力に示すように、ポイントインタイムリカバリが有効になります。
custom_properties
----------------{
...,
"point_in_time_recovery": {
"earliest_restorable_timestamp":"2020-06-30T19:19:21.175Z"
"status":"enabled"
}
}

2.

restore_timestamp により ISO 8601 形式で指定された特定の時点の状態にテーブルを復元しま
す。この場合は、mytable テーブルが現在の時刻に復元されます。WITH restore_timestamp
= ... 句は省略できます。この句がない場合は、現在のタイムスタンプが使用されます。
RESTORE TABLE mykeyspace.mytable_restored
FROM TABLE mykeyspace.mytable;

特定の時点に復元することもできます。過去 35 日間の任意の時点を指定できます。たとえば、次の
コマンドでは EarliestRestorableDateTime にテーブルを復元します。
RESTORE TABLE mykeyspace.mytable_restored
FROM TABLE mykeyspace.mytable
WITH restore_timestamp = '2020-06-30T19:19:21.175Z';

構文の完全な説明については、言語リファレンスの「the section called “RESTORE
TABLE” (p. 265)」を参照してください。
テーブルの復元が成功したことを確認するには、system_schema_mcs.tables をクエリしてテーブル
のステータスを確認します。

168

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
削除されたテーブルをAWS CLI
SELECT status
FROM system_schema_mcs.tables
WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name = 'mytable_restored'

クエリには次の出力が表示されます。
status
-----RESTORING

復元中のテーブルのステータスは、[Restoring] (復元中) と表示されます。復元プロセスが終了する
と、mytable_restored テーブルのステータスは [Active] (アクティブ) に変わります。

Important
復元中は、復元を目的とした、IAM エンティティ (例: ユーザー、グループ、ロール) を付与する
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの変更や削除を行わないでください。行っ
た場合、予期しない動作が発生する場合があります。例えば、テーブルの復元中にテーブルの
書き込み許可を削除したとします。この場合、基本となるRestoreTableToPointInTimeオペ
レーションを使用しても、復元されたデータをテーブルに書き込むことはできません。
復元オペレーション完了後は、アクセス権限の変更または削除のみ行うことができます。

削除されたテーブルをAWS CLI
以下の手順は、の使用方法を示しています。AWS CLIという名前の削除されたテーブルを復元するに
はmyTable削除時に設定します。

Note
この手順では、削除されたテーブルに対して PITR が有効になっていることを前提としていま
す。
1.

前のチュートリアルで作成したテーブルを削除します。
aws keyspaces delete-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'

2.

次のコマンドを使用して、削除されたテーブルを削除時点の状態に復元します。
aws keyspaces restore-table --source-keyspace-name 'myKeyspace' --source-table-name
'myTable' --target-keyspace-name 'myKeyspace' --target-table-name 'myTable_restored2'

このコマンドの出力は、復元されたテーブルの ARN を返します。
{

"restoredTableARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111222333444:/keyspace/myKeyspace/
table/myTable_restored2"
}

CQL による削除済みテーブルの復元
CQL を使用して、mytable という既存のテーブルを削除時点の状態に復元する方法を次の手順に示しま
す。
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Note
この手順では、削除されたテーブルに対して PITR が有効になっていることを前提としていま
す。
1.

確認するには point-in-time 削除されたテーブルのリカバリが有効になっています。システムテーブル
のクエリを実行します。次のテーブルのみ point-in-time リカバリの有効化が表示されます。
SELECT custom_properties
FROM system_schema_mcs.tables_history
WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name = 'my_table';

クエリには次の出力が表示されます。
custom_properties
-----------------{
...,
"point_in_time_recovery":{
"restorable_until_time":"2020-08-04T00:48:58.381Z",
"status":"enabled"
}
}

2.

次のサンプルステートメントを使用して、テーブルを削除時点の状態に復元します。
RESTORE TABLE mykeyspace.mytable_restored
FROM TABLE mykeyspace.mytable;
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Amazon Keyspaces の有効期限
(TTL) を使用してデータを期限切れに
する
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の有効期限 (TTL) を使用すると、テーブルのデータを自動
的に期限切れにして、アプリケーションロジックを簡素化し、ストレージの料金を最適化できます。不
要になったデータは、設定した有効期限の値に基づいて、テーブルから自動的に削除されます。これによ
り、必要なデータ保持期間の定義や必要なデータ削除時期の指定を行う、ビジネス/産業/規制要件に基づい
たデータ保持ポリシーを容易に順守できるようになります。
例えば、AdTech アプリケーションで TTL を使用して、特定の広告のデータが期限切れになり、クライア
ントに表示されなくなるタイミングを予定することができます。また、TTL を使用すれば古くなったデー
タの使用が自動的に停止されるので、ストレージコストを節約できます。テーブル全体にデフォルトの
TTL 値を設定し、個々の行と列に対してその値をオーバーライドできます。TTL オペレーションはアプリ
ケーションのパフォーマンスに影響しません。また、期限切れにするために TTL でマークされた行と列の
数は、テーブルの可用性に影響しません。
Amazon Keyspaces では、期限切れのデータがクエリ結果で返されたり、データ操作言語 (DML) ステー
トメントで使用されたりしないように、期限切れのデータが自動的に除外されます。Amazon Keyspaces
では、通常、有効期限後 10 日以内にストレージから期限切れデータが削除されます。まれなケースです
が、可用性を確保するために基盤となるストレージパーティションに持続的なアクティビティが存在する
場合、Amazon Keyspaces では期限切れから 10 日以内にデータを削除できないことがあります。このよ
うな場合、Amazon Keyspaces では、パーティションのトラフィックが減少しても、期限切れデータの削
除が連続で試行されます。データがストレージから完全に削除されると、ストレージ料金が発生しなくな
ります。詳細については、「the section called “使用方法 ” (p. 171)」を参照してください。
コンソールまたは Cassandra クエリ言語 (CQL) を使用して、新規および既存のテーブルのデフォルト
TTL 設定の構築、変更、無効化を行うことができます。デフォルトの TTL が設定されているテーブルで
は、Cassandra クエリ言語 (CQL) を使用してデフォルトの TTL 設定をオーバーライドし、カスタムの
TTL 値を行および列に適用することができます。詳細については、「the section called “有効期限 (TTL) の
使い方” (p. 173)」を参照してください。
TTL の料金は、有効期限を使用して削除または更新する行のサイズに基づきます。TTL オペレーション
は、TTL deletes の単位で計測されます。削除または更新される行ごとにデータ 1 KB あたり 1 回の
TTL 削除が消費されます。例えば、2.5 KB のデータが格納されている行を更新して、行内の 1 つ以上の
列を同時に削除する場合は、3 回の TTL 削除が必要です。また、3.5 KB のデータが含まれている 1 行全
体を削除する場合は、4 回の TTL 削除が必要です。行ごとに削除データ 1 KB あたり 1 回の TTL 削除が
消費されます。料金の詳細については、「Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) pricing」(Amazon
Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の料金) を参照してください。
トピック
• 仕組み Amazon Keyspaces 期限 (有効期限 (TTL) (p. 171)
• 有効期限 (TTL) の使用方法 (p. 173)

仕組み Amazon Keyspaces 期限 (有効期限 (TTL)
Amazon Keyspaces の有効期限 (TTL) は完全に管理されています。コンパクション戦略などといった低レ
ベルのシステム設定を管理する必要はありません。Amazon Keyspaces では、データは指定した時点で期
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限切れになり、アプリケーションのパフォーマンスや可用性に影響を与えることなく、期限切れのデータ
が自動的に (通常は 10 日以内に) 削除されます。
期限切れのデータは削除対象としてマークされ、データ操作言語 (DML) ステートメントでは使用できなく
なります。期限切れのデータが含まれている行に対して引き続き読み取りと書き込みを実行すると、期限
切れのデータは、ストレージから削除されるまで、読み取りキャパシティユニット (RCU) と書き込みキャ
パシティユニット (WCU) にカウントされ続けます。
トピック
• テーブルのデフォルト TTL 値の設定 (p. 172)
• 行と列のカスタム TTL 値の設定 (p. 172)
• テーブルでの TTL の有効化 (p. 173)
• Amazon Keyspaces の 有効期限 (TTL) および AWS サービスとの統合 (p. 173)

テーブルのデフォルト TTL 値の設定
Amazon Keyspaces では、テーブルの作成時に、テーブルのすべての行にデフォルトの TTL 値を設定する
ことができます。既存のテーブルを編集し、テーブルに挿入される新しい行に対してデフォルト TTL 値の
設定や変更を行うこともできます。テーブルのデフォルト TTL 値を変更しても、テーブル内の既存のデー
タの TTL 値は変更されません。テーブルのデフォルト TTL 値はゼロです。つまり、データは自動的に期
限切れになりません。テーブルのデフォルト TTL 値がゼロより大きい場合、各行に有効期限タイムスタン
プが追加されます。
Amazon Keyspaces では、データが更新されるたびに新しい TTL タイムスタンプが計算されます。TTL
値は秒単位で設定され、設定可能な最大値は 630,720,000 秒で、これは 20 年に相当します。AWS
Management Console または CQL を使用してテーブルのデフォルト TTL 値の設定、変更、無効化を行う
方法については、「the section called “有効期限 (TTL) の使い方” (p. 173)」を参照してください。

行と列のカスタム TTL 値の設定
Note
行と列のカスタム TTL 値を設定する前に、まずテーブルで TTL を有効にしておく必要がありま
す。詳細については、「the section called “カスタムプロパティを使用して既存のテーブルで有効
期限 (TTL) を有効にする方法” (p. 176)」を参照してください。
テーブルのデフォルト TTL 値を上書きする場合や、個々の行の有効期限を設定する場合には、次の CQL
データ操作言語 (DML) ステートメントを使用できます。
• INSERT — TTL 値セットが含まれている新しいデータ行を挿入する場合に使用します。
• UPDATE — 新しい TTL 値が含まれている既存のデータ行に変更を加える場合に使用します。
行の TTL 値の設定は、テーブルのデフォルト TTL 設定よりも優先されます。
CQL 構文と例については、「the section called “を使用するにはINSERTCQL を使用してカスタム有効期限
(TTL) 設定を編集するには” (p. 176)」を参照してください。
個々の列の TTL 値のオーバーライドまたは設定を行うには、次の CQL DML ステートメントを使用して、
既存行内の列のサブセットの TTL 設定を更新します。
• UPDATE — データの列を更新するために使用します。
列の TTL 値の設定は、テーブルのデフォルト TTL 設定と行のカスタム TTL 設定よりも優先されま
す。CQL 構文と例については、「the section called “を使用するにはUPDATECQL を使用してカスタム有効
期限 (TTL) 設定を編集するには” (p. 176)」を参照してください。
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テーブルでの TTL の有効化
CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントのいずれかの default_time_to_live 値とし
て 0 より大きい値を指定すると、TTL はテーブルに対して自動的に有効化されます。テーブルに対して
default_time_to_live を指定せず、INSERT または UPDATE オペレーションを使用して行または列に
対してカスタムの TTL 値を指定したい場合は、まず、テーブルの TTL を有効にする必要があります。ttl
カスタムプロパティを使用すればテーブルの TTL を有効にすることができます。
テーブルで TTL を有効にすると、Amazon Keyspaces により各行の追加の TTL 関連メタデータの保存が
開始されます。さらに、TTL により有効期限タイムスタンプが使用されて、行または列の有効期限が切れ
る時期が追跡されます。タイムスタンプは、行メタデータとして保存されるため、行のストレージコスト
に関係します。
TTL を有効にすると、データの正確性を確保するために、その行に対して書き込みオペレーションを実
行する前に Amazon Keyspaces による行の読み取りも必要になります。例えば、3 KB の行を書き込むに
は、3 WCU/WRU に加えて 1 RCU/RRU が必要です。TTL 機能は、いったん有効化されると、テーブルに
対して無効化することはできません。テーブルの default_time_to_live を 0 に設定すると、新しい
データのデフォルトの有効期限は無効になりますが、TTL 機能は非アクティブにならず、テーブルが元の
Amazon Keyspaces ストレージメタデータや書き込み動作に戻ることもありません。

Amazon Keyspaces の 有効期限 (TTL) および AWS
サービスとの統合
次の TL メトリクスは Amazon で次の TL メトリクスは CloudWatch 継続的な監視を可能にします。
• TTLDeletes - 有効期限 (TTL) を使用して行のデータを削除または更新するために消費された単位。
監視方法の詳細については CloudWatch メトリック、を参照してくださいthe section called “によるモニタ
リング CloudWatch” (p. 226)。
使用するバージョンAWS CloudFormationでは、Amazon Keyspaces テーブルを作成するときに TTL を有
効にできます。詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」を参照してください。

有効期限 (TTL) の使用方法
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) コンソールまたは CQL を使用して、有効期限の設定を有効
化、更新、無効化できます。
トピック
• デフォルトの有効期限 (TTL) 設定を使用して新しいテーブルを作成するには (コンソール) (p. 174)
• 既存のテーブルのデフォルト有効期限 (TTL) 設定を更新するには (コンソール) (p. 174)
• 既存のテーブルのデフォルトの有効期限 (TTL) 設定を無効にするには (コンソール) (p. 174)
• CQL を使用してデフォルトの有効期限 (TTL) 設定を使用して新しいテーブルを作成するに
は (p. 175)
• を使用するにはALTER TABLECQL を使用してデフォルトの有効期限 (TTL) 設定を編集するに
は (p. 175)
• カスタムプロパティを使用して新しいテーブルで有効期限 (TTL) を有効にする方法 (p. 175)
• カスタムプロパティを使用して既存のテーブルで有効期限 (TTL) を有効にする方法 (p. 176)
• を使用するにはINSERTCQL を使用してカスタム有効期限 (TTL) 設定を編集するには (p. 176)
• を使用するにはUPDATECQL を使用してカスタム有効期限 (TTL) 設定を編集するには (p. 176)
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デフォルトの有効期限 (TTL) 設定を使用して新しい
テーブルを作成するには (コンソール)
Amazon Keyspaces コンソールを使用して Time to Live 設定を有効にして、新しいテーブルを作成するに
は、次のステップに従います。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleの順にクリックし、Amazon Keyspaces コンソール
を開きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。

2.

ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) を選択して、[Create table] (テーブルの作成) を選択しま
す。

3.

リポジトリの []Create table[] ページ内のテーブルの詳細[] セクションで、キースペースを選択し、新
しいテーブルの名前を指定します。

4.

左スキーマセクションで、テーブルのスキーマを作成します。

5.

左テーブル設定セクションで、[] を選択します。設定のカスタマイズ。

6.

[] に進みます。データの有効期限。
このステップでは、テーブルのデフォルト TTL 設定を選択します。
向けのデフォルト TTL 期間で、有効期限を入力し、入力した時間の単位（秒、日、年など）を選択し
ます。Amazon Keyspaces では、値を秒単位で保存します。

7.

[Create table] を選択します。テーブルは、指定されたデフォルトの TTL 値で作成されます。

Note
CQLエディタのデータ操作言語 (DML) を使用して、特定の行または列のテーブルのデフォルト
TTL設定を上書きできます。

既存のテーブルのデフォルト有効期限 (TTL) 設定を更
新するには (コンソール)
Amazon Keyspaces コンソールを使用して、既存のテーブルの有効期間設定を更新するには、次の手順に
従います。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleの順にクリックし、Amazon Keyspaces コンソール
を開きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。

2.

更新するテーブルを選択し、[] を選択します。TTL を編集。

3.

向けのデフォルト TTL 期間で、有効期限を入力し、入力した時間の単位（秒、日、年など）を選択し
ます。Amazon Keyspaces では、値を秒単位で保存します。これにより、既存の行の TTL 値は変更さ
れません。

4.

TTL 設定を定義したら、変更の保存。

既存のテーブルのデフォルトの有効期限 (TTL) 設定を
無効にするには (コンソール)
Amazon Keyspaces を使用して既存のテーブルの有効期間設定を無効にするには、次の手順に従いま
す。AWS Management Console。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleの順にクリックし、Amazon Keyspaces コンソール
を開きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。
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CQL を使用してデフォルトの有効期限 (TTL) 設
定を使用して新しいテーブルを作成するには
更新するテーブルを選択し、[] を選択します。TTL を編集。

3.

Selectデフォルト TTL 期間の値を 0 に設定します。これにより、将来のデータではテーブルの TTL が
デフォルトで無効になります。既存の行の TTL 値は変更されません。

4.

TTL 設定を定義したら、変更の保存。

CQL を使用してデフォルトの有効期限 (TTL) 設定を使
用して新しいテーブルを作成するには
デフォルトの TTL 値を 3,024,000 秒（35 日を表す）に設定して新しいテーブルを作成するときに TTL を
有効にします。
CREATE TABLE my_table (
userid uuid,
time timeuuid,
subject text,
body text,
user inet,
PRIMARY KEY (userid, time)
) WITH default_time_to_live = 3024000;

新しいテーブルの TTL 設定を確認するには、cqlsh describe次の例に示すように、ステートメント。出
力には、テーブルのデフォルトの TTL 設定が次のように表示されます。default_time_to_live。
describe my_table;

を使用するにはALTER TABLECQL を使用してデフォ
ルトの有効期限 (TTL) 設定を編集するには
既存のテーブルの TTL 設定を、30 日を表す 2,592,000 秒に更新します。
ALTER TABLE my_table WITH default_time_to_live = 2592000;

更新されたテーブルの TTL 設定を確認するには、cqlsh describe次の例に示すように、
ステートメント。出力には、テーブルのデフォルトの TTL 設定が次のように表示されま
す。default_time_to_live。
describe my_table;

カスタムプロパティを使用して新しいテーブルで有効
期限 (TTL) を有効にする方法
テーブル全体の TTL デフォルト設定を有効にせずに行と列に適用できる Time to Live カスタム設定を有効
にするには、次の CQL ステートメントを使用します。
CREATE TABLE my_keyspace.my_table (id int primary key) WITH CUSTOM_PROPERTIES={'ttl':
{'status': 'enabled'}};

Afterttlが有効になっている場合、テーブルで無効にすることはできません。
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カスタムプロパティを使用して既存のテーブルで有効
期限 (TTL) を有効にする方法
テーブル全体の TTL デフォルト設定を有効にせずに行と列に適用できる Time to Live カスタム設定を有効
にするには、次の CQL ステートメントを使用します。
ALTER TABLE my_table WITH CUSTOM_PROPERTIES={'ttl':{'status': 'enabled'}};

Afterttlが有効になっている場合、テーブルで無効にすることはできません。

を使用するにはINSERTCQL を使用してカスタム有効
期限 (TTL) 設定を編集するには
次の CQL ステートメントは、テーブルにデータの行を挿入し、デフォルトの TTL 設定を 259,200 秒 (3 日
と相当) に変更します。
INSERT INTO my_table (userid, time, subject, body, user)
VALUES (B79CB3BA-745E-5D9A-8903-4A02327A7E09, 96a29100-5e25-11ec-90d7-b5d91eceda0a,
'Message', 'Hello','205.212.123.123')
USING TTL 259200;

挿入された行の TTL 設定を確認するには、次のステートメントを使用します。
SELECT TTL (subject) from my_table;

を使用するにはUPDATECQL を使用してカスタム有効
期限 (TTL) 設定を編集するには
以前に挿入された '件名' 列の TTL 設定を 259,200 秒 (3 日) から 86,400 秒 (1 日) に変更するには、次のス
テートメントを使用します。
UPDATE my_table USING TTL 86400 set subject = 'Updated Message' WHERE userid =
B79CB3BA-745E-5D9A-8903-4A02327A7E09 and time = 96a29100-5e25-11ec-90d7-b5d91eceda0a;

簡単な選択クエリを実行して、有効期限前に更新されたレコードを表示できます。
SELECT * from my_table;

クエリでは、次の出力が表示されます。
userid
| time
| body |
subject
| user
--------------------------------------+--------------------------------------+------+-----------------+----------------b79cb3ba-745e-5d9a-8903-4a02327a7e09 | 96a29100-5e25-11ec-90d7-b5d91eceda0a | Hello |
Updated Message | 205.212.123.123
50554d6e-29bb-11e5-b345-feff819cdc9f | cf03fb21-59b5-11ec-b371-dff626ab9620 | Hello |
Message | 205.212.123.123

有効期限が成功したことを確認するには、設定された有効期限後に同じクエリを再度実行します。
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を使用するにはUPDATECQL を使用してカ
スタム有効期限 (TTL) 設定を編集するには
SELECT * from my_table;

クエリは、'subject' 列の有効期限が切れた後に次の出力を表示します。
userid
| time
| body |
subject | user
--------------------------------------+--------------------------------------+------+---------+----------------b79cb3ba-745e-5d9a-8903-4a02327a7e09 | 96a29100-5e25-11ec-90d7-b5d91eceda0a | Hello |
null | 205.212.123.123
50554d6e-29bb-11e5-b345-feff819cdc9f | cf03fb21-59b5-11ec-b371-dff626ab9620 | Hello |
Message | 205.212.123.123
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AWS CloudFormation を使用した
Amazon Keyspaces リソースの作成
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) は AWS CloudFormation と統合されています。これは、リ
ソースとインフラストラクチャの作成と管理の所要時間を短縮できるように AWS リソースをモデル化し
て設定するためのサービスです。すべての必要な AWS リソース (キースペースやテーブルなど) を記述
するテンプレートを作成すれば、AWS CloudFormation がそれらのリソースのプロビジョニングと設定を
ユーザーに代わって行います。
AWS CloudFormation を使用すると、テンプレートを再利用して Amazon Keyspaces リソースをいつでも
繰り返しセットアップできます。リソースを一度記述するだけで、同じリソースを複数の AWS アカウン
ト やリージョンで何度でもプロビジョニングすることができます。

Amazon Keyspaces および AWS CloudFormation
テンプレート
Amazon Keyspaces のリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS CloudFormation テンプレー
トについて理解しておく必要があります。テンプレートは、JSON または YAML 形式のテキストファイ
ルです。これらのテンプレートは、AWS CloudFormation スタックでプロビジョニングするリソースに
ついて記述します。JSON または YAML に詳しくない場合は、AWS CloudFormation Designer を使用し
て AWS CloudFormation テンプレートの使用を開始できます。詳細については、「AWS CloudFormation
ユーザーガイド」の「What is AWS CloudFormation designer?」(AWS CloudFormation Designer とは) を
参照してください。
Amazon Keyspaces は、AWS CloudFormation でのキースペースとテーブルの作成に対応していま
す。AWS CloudFormation テンプレートを使用して作成するテーブルの場合、スキーマ、読み取り/書き
込みモード、プロビジョンドスループット設定を指定できます。キースペースとテーブルの JSON テ
ンプレートと YAML テンプレートの例を含む詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイ
ド」の「Cassandra resource type referenceCassandra」(リソースタイプのリファレンス) を参照してくだ
さい。

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormation の詳細については、以下のリソースを参照してください。
• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド
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Amazon Keyspaces リソースへのタ
グとラベルの追加
を使用して、Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra 用) のリソースにラベルを付けてラベルを付けま
す。タグ。タグを使用すると、リソースを目的な、所有者、環境、その他の条件などさまざまな方法で分
類することができます。タグは、以下のことに役立ちます。
• リソースに割り当てたタグに基づいてリソースをすばやく特定する。
• タグ別に分類された AWS 請求を表示する。
• タグに基づいて Amazon Keyspaces リソースへのアクセスをコントロールする。タグを使用した IAM
ポリシーの例については、「」を参照してください。the section called “Amazon Keyspaces タグに基づ
いた認可” (p. 209)。
タグは、でサポートされているAWSAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)、Amazon Keyspaces、Amazon Keyspaces などのサービスがあります。効
率的なタグ付けを行うと、特定のタグを持つサービス間でレポートを作成でき、コストインサイトを得る
ことができます。
タグ付けの使用を開始するには、次のことを行います。
1. Amazon Keyspaces のタグ付け制限 (p. 179) について理解します。
2. Amazon Keyspaces のタグ付けオペレーション (p. 180) を使用してタグを作成します。
3. Amazon Keyspaces のコスト配分レポート (p. 183) を使用して、アクティブなタグごとに AWS のコ
ストを追跡します。
最後に、最適のタグ付け手法に従うことをお勧めします。詳細については、 を参照してください。AWSタ
グを付ける戦略。

Amazon Keyspaces のタグ付け制限
タグはそれぞれ、1 つのキーと 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。以下の制限
が適用されます。
• Amazon Keyspaces の各キースペースまたはテーブルには、同一のキーを含むタグを 1 つだけ付けるこ
とができます。既存のタグ (同じキー) を追加しようとすると、既存のタグの値は新しい値に更新されま
す。
• キースペースに適用されたタグは、そのキースペース内のテーブルに自動的には適用されません。キー
スペースとそのすべてのテーブルに同じタグを適用するには、各リソースに個別にタグを付ける必要が
あります。
• 値はタグカテゴリ (キー) の記述子として機能します。Amazon Keyspaces では、値を空または null にす
ることはできません
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• キーの最大長は Unicode 文字で 128 文字です。
• 値の最大長は Unicode 文字で 256 文字です。
• 使用できる文字は、文字、ホワイトスペース、数字、および特殊文字 (+ - = . _ : /) です。
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• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• AWS が割り当てたタグの名前と値には自動的に aws: プレフィックスが付けられますが、これをユー
ザーが割り当てることはできません。AWS が割り当てたタグの名前は、ユーザーが定義したリソースタ
グの制限 50 個にカウントされません。ユーザー側で割り当てたタグ名は、user: というプレフィック
スを付けてコスト配分レポートに表示されます。
• 過去にさかのぼってタグを適用することはできません。

Amazon Keyspaces のタグ付けオペレーション
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra の場合) コンソールを使用して、キースペースとテーブルのタグ
を追加、リスト、編集、または削除できます。AWSCLI、またはカサンドラクエリ言語 (CQL)。次に、こ
れらのユーザー定義タグをアクティブ化し、コスト配分の追跡のため、AWS Billing and Cost Management
コンソールに表示できます。詳細については、「Amazon Keyspaces のコスト配分レポート (p. 183)」
を参照してください。
一括編集の場合は、コンソールでタグエディタを使用することもできます。詳細については、AWS
Resource Groups ユーザーガイドの「タグエディタの使用」を参照してください。
トピック
• コンソールを使用して新しいキースペースとテーブルへのタグの追加 (p. 180)
• 新しいキースペースとテーブルへのタグの追加AWSCLI (p. 181)
• CQLを使用して新しいキースペースとテーブルへのタグの追加 (p. 182)

コンソールを使用して新しいキースペースとテーブル
へのタグの追加
新しいキースペースとテーブルを作成するときには、Amazon Keyspaces コンソールを使用してタグを新
しいキースペースとテーブルに追加できます。既存のテーブルのタグを追加、編集、または削除すること
もできます。

キースペースの作成時にキースペースにタグを付けるには (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon Keyspaces コンソールを開
きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Keyspacesを選択し、[] を選択します。キースペースを作
成する。

3.

リポジトリの []キースペースを作成するページで、キースペースの名前を入力します。タグのキーと
値を入力し、[] を選択します。新しいタグを追加。

4.

選択キースペースを作成する。

テーブルの作成時にテーブルにタグを付けるには (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon Keyspaces コンソールを開
きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。

2.

ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) を選択して、[Create table] (テーブルの作成) を選択しま
す。

3.

リポジトリの []Create table[] ページ内のテーブルの詳細セクションで、キースペースを選択し、テー
ブルの名前を指定します。

4.

左スキーマセクションで、テーブルのスキーマを作成します。
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5.

左テーブル設定セクションで、[] を選択します。設定をカスタマイズします。。

6.

[] に進んでください。テーブルタグ —オプショナルセクションを選択し、新しいタグを追加をクリッ
クして、新しいタグを作成します。

7.

[Create table] を選択します。

既存のリソースにタグを付けるには (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon Keyspaces コンソールを開
きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Keyspacesまたはテーブル。

3.

リストでキースペースまたはテーブルを選択します。次に [] を選択します。タグの管理をクリックし
て、タグを追加、編集、または削除します。

タグ構造の詳細については、「Amazon Keyspaces のタグ付け制限 (p. 179)」を参照してください。

新しいキースペースとテーブルへのタグの追加
AWSCLI
このセクションの例は、を使用する方法について説明します。AWSCLI：キースペースとテーブルの作成
時にタグを指定し、既存のリソースからタグを追加または削除する方法、タグの一覧表示方法を指定しま
す。
次の例は、タグを使用して新しいテーブルを作成する方法を示しています。このコマンドは、テーブルを
作成します。MyTable既存のキースペース内MyKeySpace。読みやすさを高めるために、コマンドは異な
る行に分割されていることに注意してください。
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
--schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=name,type=text},
{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
--tags 'key=key1,value=val1' 'key=key2,value=val2'

次の例は、既存のテーブルに新しいタグを追加する方法を示しています。
aws keyspaces tag-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111222333444:/
keyspace/myKeyspace/table/myTable' --tags 'key=key3,value=val3' 'key=key4,value=val4'

次の例は、指定されたリソースのタグを一覧表示する方法を示しています。
aws keyspaces list-tags-for-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:useast-1:111222333444:/keyspace/myKeyspace/table/myTable'

最後のコマンドの出力は次のようになります。
{

"tags": [
{
"key": "key1",
"value": "val1"
},
{
"key": "key2",
"value": "val2"
},

181

{
},
{

}

]

}

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
CQLを使用して新しいキース
ペースとテーブルへのタグの追加
"key": "key3",
"value": "val3"
"key": "key4",
"value": "val4"

CQLを使用して新しいキースペースとテーブルへのタ
グの追加
次の例は、キースペースとテーブルを作成するときにCQLを使用してタグを指定する方法、既存のリソー
スへのタグを付ける方法、タグの読み取り方法を示しています。
次の例では、タグを使用して新しいキースペースを作成します。
CREATE KEYSPACE mykeyspace WITH TAGS = {'key1':'val1', 'key2':'val2'} ;

次の例では、タグを使用して新しいテーブルを作成します。
CREATE TABLE mytable(...) WITH TAGS = {'key1':'val1', 'key2':'val2'};

ステートメント内のリソースに他のコマンドをタグ付けする。
CREATE KEYSPACE mykeyspace WITH REPLICATION = {'class': 'Simple Strategy'} AND TAGS
= {'key1':'val1', 'key2':'val2'};

次の例は、既存のキースペースとテーブルのタグを追加または削除する方法を示しています。
ALTER KEYSPACE mykeyspace ADD TAGS {'key1':'val1', 'key2':'val2'};

ALTER TABLE mytable DROP TAGS {'key1':'val1', 'key2':'val2'};

リソースにアタッチされたタグを読み取るには、次の CQL ステートメントを使用します。
SELECT * FROM system_schema_mcs.tags WHERE valid_where_clause;

-WHERE句を指定する必要があります。次のいずれかの形式である必要があります。
• keyspace_name = 'mykeyspace' AND resource_type = 'keyspace'
• keyspace_name = 'mykeyspace' AND resource_name = 'mytable'
• resource_id = arn
例:
次のクエリは、キースペースにタグがあるかどうかを示します。
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SELECT * FROM system_schema_mcs.tags WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND resource_type =
'keyspace';

クエリの出力は次のようになります。
resource_id
| keyspace_name |
resource_name | resource_type | tags
-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+---------------+-----arn:aws:cassandra:us-east-1:123456789:/keyspace/mykeyspace/
| mykeyspace
|
mykeyspace
| keyspace
| {'key1': 'val1', 'key2': 'val2'}

次のクエリは、テーブルのタグを示しています。
SELECT * FROM system_schema_mcs.tags WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND resource_name
= 'mytable';

クエリの出力は次のようになります。
resource_id
| keyspace_name
| resource_name | resource_type | tags
---------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----arn:aws:cassandra:us-east-1:123456789:/keyspace/mykeyspace/table/mytable
| mykeyspace
| mytable
| table
| {'key1': 'val1', 'key2': 'val2'}

Amazon Keyspaces のコスト配分レポート
AWS はタグを使用して、コスト配分レポートでリソースコストを分類します。AWS には 2 つのタイプの
コスト配分タグがあります。
• AWS で生成されたタグ。AWS はユーザーのためにこのタグを定義、作成、適用します。
• ユーザー定義のタグ。これらのタグを定義、作成、適用します。
Cost Explorer またはコスト配分レポートで使用するには、事前に両方のタイプのタグを別々にアクティブ
化しておく必要があります。
AWS で生成されたタグをアクティブ化するには:
1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で請求お
よびコスト管理コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Cost Allocation Tags] (コスト配分タグ) を選択します。
3. [AWS-Generated Cost Allocation Tags] (AWS - 生成されたコスト配分タグ) で、[Activate] (アクティ
ベート) を選択します。
ユーザー定義タグをアクティブにするには:
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1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で請求お
よびコスト管理コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Cost Allocation Tags] (コスト配分タグ) を選択します。
3. [User-Defined Cost Allocation Tags] (ユーザー定義のコスト配分タグ) で、[Activate] (アクティベート)
を選択します。
タグを作成してアクティブ化すると、AWS は、アクティブなタグごとにグループ化された使用量とコスト
を含むコスト配分レポートを生成します。コスト配分レポートには、ご利用の AWS のサービスのコスト
すべてが請求期間別に出力されます。タグ付きとタグなしのどちらのリソースもこのレポートに出力され
るので、リソース別の請求額を明確に分類できます。

Note
現時点では、Amazon Keyspaces から転送されたデータは、コスト配分レポートのタグによって
分類されません。
詳細については、「Using cost allocation tags」(コスト配分タグの使用) を参照してください。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) のセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。責任共有モデル、、は、これをクラウドのセキュリ
ティとクラウド内のセキュリティと説明しています:
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS 内で AWS クラウド のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供します。
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。Amazon Keyspaces に適用されるコンプライアン
スプログラムについては、「AWS Services in scope by compliance program」(適用範囲内のコンプライ
アンスプログラム別 AWS 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 のサービスによって決まります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。
このドキュメントでは、Amazon Keyspaces を使用する際に責任共有モデルを適用する方法が説明されて
います。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上の目的を達成するように Amazon
Keyspaces を設定する方法について説明します。また、Amazon Keyspaces リソースのモニタリングや保
護に役立つ他の AWS サービスの用法についても説明します。
トピック
• Amazon Keyspaces におけるデータ保護 (p. 185)
• Amazon Keyspaces 用 AWS Identity and Access Management (p. 201)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) でのログ作成とモニタリング (p. 225)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のコンプライアンス検証 (p. 244)
• Amazon Keyspaces の耐障害性と災害対策 (p. 245)
• Amazon Keyspaces のインフラストラクチャセキュリティ (p. 245)
• Amazon Keyspaces の設定と脆弱性の分析 (p. 250)
• Amazon Keyspaces のセキュリティベストプラクティス (p. 250)

Amazon Keyspaces におけるデータ保護
AWS、責任共有モデル、、は、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のデータ保護に適用されま
す。このモデルで説明されているように、 AWS は、 AWS クラウド のすべてを実行するグローバルイン
フラストラクチャを保護する責任を担います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコ
ンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス の
セキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバ
シーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブ
ログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
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• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これによ
り、Amazon S3 に保存される機密データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェースまたは 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。使用可能な 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。
顧客の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなどの
自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS、または
AWS CLI SDK で Amazon Keyspaces または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。タグまたは
名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーに URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。
トピック
• Amazon Keyspaces での保管時の暗号化 (p. 186)
• Amazon Keyspaces での転送時の暗号化 (p. 200)
• Amazon Keyspaces (p. 200)

Amazon Keyspaces での保管時の暗号化
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用)保管時の暗号化に保存されている暗号化キーを使用してすべ
ての保管中のデータを暗号化することにより高度なセキュリティを提供します。AWS Key Management
Service(AWS KMS)。この機能は、機密データの保護における負担と複雑な作業を減らすのに役立ちま
す。の保管時に暗号化することで、セキュリティを重視したアプリケーションを構築して、データ保護に
関するコンプライアンスと規制の厳格な要件を満たすことができます。
Amazon Keyspaces の保管時の暗号化では、256 ビットの Advanced Encryption Standard (AES-256) を使
用してデータを暗号化します。これにより、基になるストレージへの不正アクセスからデータを保護でき
ます。
Amazon Keyspaces は、テーブルデータを透過的に暗号化および復号化します。Amazon Keyspaces で
は、エンベロープ暗号化とキー階層を使用してデータ暗号化キーを保護します。のとの統合AWS KMS
ルート暗号化キーの保存と管理に使用します。暗号化キー階層の詳細については、「」を参照してくださ
い。the section called “仕組み” (p. 187)。の詳細AWS KMSエンベロープ暗号化などの概念については、
を参照してください。AWS KMS管理サービスの概念のAWS Key Management Serviceデベロッパーガイ
ド。
新しいテーブルを作成する場合、次のいずれかを選択できます。AWS KMSキー (KMS キー):
• AWS 所有のキー— これはデフォルトの暗号化タイプです。キーはAmazonKeyspaces により所有され
ます (追加料金なし)。
• カスタマーマネージドキー — このキーはアカウントに保存され、ユーザーによって作成、所有、管理さ
れます。ユーザーは、カスタマー管理キーに対する完全なコントロール権限を持ちます (AWS KMS の料
金が適用されます)。
のを切り替えることができますAWS 所有のキーカスタマーはいつでもキーを管理します。新しいテーブ
ルを作成する際にカスタマーマネージドキーを指定したり、コンソールを使用して既存のテーブルの KMS
キーを変更したりするには、CQL ステートメントを使用します。この方法の詳細は、「保管時の暗号化:
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カスタマー管理キーを使用して Amazon Keyspaces のテーブルを暗号化する方法 (p. 190)」を参照して
ください。
デフォルトオプションの [保存時の暗号化]AWS 所有のキーは、追加料金なしで提供されます。ただ
し、AWS KMSカスタマーマネージドキーには料金が適用されます。料金の詳細については、「AWS KMS
の料金」を参照してください。
Amazon Keyspaces の保管時の暗号化は、すべてで使用できます。AWS リージョンを含むAWS中国
(北京)AWS中国 (寧夏) リージョン。詳細については、保管時の暗号化: Amazon Keyspaces での仕組
み (p. 187)を参照してください。
トピック
• 保管時の暗号化: Amazon Keyspaces での仕組み (p. 187)
• 保管時の暗号化: カスタマー管理キーを使用して Amazon Keyspaces のテーブルを暗号化する方
法 (p. 190)

保管時の暗号化: Amazon Keyspaces での仕組み
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用)保管時の暗号化は、256 ビットの Advanced Encryption
Standard (AES-256) を使用してデータを暗号化します。これにより、基になるストレージへの不正アク
セスからデータを保護できます。Amazon Keyspaces テーブルのすべての顧客データはデフォルトで保存
時に暗号化され、サーバー側の暗号化は透過的です。つまり、アプリケーションへの変更は必要ありませ
ん。
保管時の暗号化には、テーブルの暗号化に使用される暗号化キーを管理するための AWS Key
Management Service (AWS KMS) が統合されます。新しいテーブルを作成するとき、または既存のテーブ
ルを更新する場合、以下のいずれかのを選択できます。AWS KMSキーoptions：
• AWS 所有のキー— これはデフォルトの暗号化タイプです。キーは Amazon Keyspaces によって所有さ
れます (追加料金なし)。
• カスタマーマネージドキー — このキーはアカウントに保存され、ユーザーによって作成、所有、管理さ
れます。ユーザーは、カスタマー管理キーに対する完全なコントロール権限を持ちます (AWS KMS の料
金が適用されます)。
AWS KMSキー (KMS key)
保管時の暗号化により、すべての Amazon Keyspaces データをAWS KMSkey. デフォルトで
は、Amazon Keyspaces ではAWS 所有のキーは、Amazon Keyspaces サービスアカウントで作成お
よび管理されるマルチテナント暗号化キーです。
ただし、Amazon Keyspaces テーブルはカスタマーマネージドキーのAWS アカウント。キースペー
ス内のテーブルごとに異なる KMS キーを選択できます。テーブル用に選択した KMS キーも、テーブ
ルのすべてのメタデータと復元可能なバックアップの暗号化に使用されます。
テーブルを作成または更新するときは、テーブル用の KMS キーを選択します。テーブルの KMS キー
は、いつでもAmazon Keyspaces コンソールで、またはテーブルを変更する (p. 260)表示されま
す。KMS キーの切り替えプロセスはシームレスで、ダウンタイムを必要とせず、サービスの低下を招
くこともありません。
キー階層
Amazon Keyspaces は、キー階層を使用してデータを暗号化します。このキー階層では、KMS キーが
ルートキーです。Amazon Keyspaces テーブルの暗号化キーを暗号化および復号化するために使用さ
れます。テーブル暗号化キーは、読み取りおよび書き込み操作の実行時に Amazon Keyspaces がデー
タを暗号化および復号するために内部的に使用される暗号化キーを暗号化するために使用されます。
暗号化キー階層を使用すると、データを再暗号化したり、アプリケーションや継続的なデータ操作に
影響を与えることなく、KMS キーに変更を加えることができます。
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テーブルキー
Amazon Keyspaces テーブルキーは、キーの暗号化キーとして使用されます。Amazon Keyspaces
は、テーブルキーを使用して、テーブル、ログファイル、復元可能なバックアップに保存されたデー
タを暗号化するために使用される内部データ暗号化キーを保護します。Amazon Keyspaces は、テー
ブル内の基本構造ごとに一意の暗号化キーを生成します。ただし、複数のテーブル行は、同じデータ
暗号化キーによって保護される場合があります。
最初に KMS キーを顧客管理キーに設定したときは、AWS KMSを生成します。データキー。-AWS
KMSデータキーとは、Amazon キースペース内のテーブルキーを指します。
暗号化されたテーブルにアクセスすると、Amazon Keyspaces はAWS KMSをクリックして、KMS
キーを使用してテーブルキーを復号化します。次に、プレーンテキストテーブルキーを使用して
Amazon Keyspaces のデータ暗号化キーを復号化し、プレーンテキストデータ暗号化キーを使用して
テーブルデータを復号化します。
Amazon Keyspaces はの外部でテーブルキーとデータ暗号化キーを使用し、保存します。AWS
KMS。これによって、Advanced Encryption Standard (AES) 暗号化および 256 ビット暗号化キーのす
べてのキーが保護されます。次に、暗号化されたキーを暗号化されたデータとともに保存します。こ
れにより、テーブルデータをオンデマンドで復号できます。
テーブルキーのキャッシュ
呼び出しを避けるためAWS KMSAmazon Keyspaces オペレーションごとに、Amazon Keyspaces
は各接続のプレーンテキストテーブルキーをメモリにキャッシュします。Amazon Keyspaces は、
キャッシュされたテーブルキーのリクエストを 5 分間非アクティブ状態にして取得した場合、新しい
リクエストをAWS KMSテーブルキーを復号化するには、テーブルキーを復号化します。この呼び出
しは、で KMS キーのアクセスポリシーに加えられた変更をすべてキャプチャします。AWS KMSま
たはAWS Identity and Access Management(IAM) テーブルキーの復号を求める前回のリクエスト以降
に。
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エンベロープ暗号化
テーブルのカスタマーマネージドキーを変更すると、Amazon Keyspaces は新しいテーブルキーを生
成します。次に、新しいテーブルキーを使用してデータ暗号化キーを再暗号化します。また、新しい
テーブルキーを使用して、復元可能なバックアップを保護するために使用される以前のテーブルキー
を暗号化します。このプロセスは、エンベロープ暗号化と呼ばれます。これにより、顧客管理キー
をローテーションしても、リストア可能なバックアップにアクセスできるようになります。エンベ
ロープ暗号化の詳細については、を参照してください。エンベロープ暗号化のAWS Key Management
Serviceデベロッパーガイド。
トピック
• AWS所有キー (p. 189)
• カスタマーマネージドキー (p. 189)
• 保管時の暗号化の使用に関する注意事項 (p. 190)

AWS所有キー
AWS 所有のキーは保存されていませんAWS アカウント。これらは KMS キーのコレクションの一部で
す。AWS複数で使用するために所有し、管理するAWS アカウント。AWSサービスが使用できるAWS 所
有のキーデータを保護するには、次が実行されます。
表示、管理、または使用できないAWS 所有のキー、またはそれらの使用を監査します。ただし、データを
暗号化するキーを保護するための作業やプログラムを変更したりする必要はありません。
のご利用については、月額料金や使用料金は請求されません。AWS 所有のキーで、彼らは反対することは
カウントされませんAWS KMSアカウントのクォータ。

カスタマーマネージドキー
カスタマーマネージドキーは、AWS アカウントお客様が作成、所有、管理していること。これらの KMS
キーは、完全に制御できます。
カスタマーマネージドキーを使用して次の機能を取得します。
• 顧客管理キーを作成および管理します。これには、キーポリシー,IAM ポリシー, および権限を付与しま
すは、カスタマーマネージドキーへのアクセスを制御できます。以下の操作を実行できます。有効化と
無効化カスタマー管理キー、有効化および無効化自動キー回転, およびカスタマーマネージドキーのスケ
ジュールを設定する使用されなくなった場合の削除。管理するカスタマー管理キーのタグとエイリアス
を作成できます。
• インポートされたキーマテリアルを持つカスタマーマネージドキー、またはユーザーが所有して管理す
るカスタムキーストアで、カスタマーマネージドキーを使用できます。
• 次を使用できます。AWS CloudTrailおよび AmazonCloudWatchAmazon Keyspaces が送信するリクエ
ストを追跡するためのログAWS KMSはユーザーに代わって行われます。詳細については、「the section
called “ステップ 6: を使用してモニタリングを設定するAWS CloudTrail” (p. 196)」を参照してくださ
い。
カスタマーマネージドキー料金が発生するAPI 呼び出しごとに、AWS KMSクォータは、これらの KMS
キーに適用されます。詳細については、「」を参照してください。AWS KMSリソースまたはリクエスト
のクォータ。
カスタマーマネージドキーをテーブルのルート暗号化キーとして指定すると、復元可能なバックアップ
は、バックアップの作成時にテーブルに指定されている暗号化キーを使用して暗号化されます。テーブル
の KMS キーをローテーションすると、キーエンベロープにより、最新の KMS キーが復元可能なすべての
バックアップにアクセスできるようになります。
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Amazon Keyspaces は、テーブルデータへのアクセスを提供するために、カスタマー管理キーへのアクセ
ス権を持っている必要があります。暗号化キーの状態が無効に設定されているか、削除がスケジュールさ
れている場合、Amazon Keyspaces はデータを暗号化または復号化できません。その結果、テーブルで読
み取り/書き込みオペレーションを実行することはできません。暗号化キーにアクセスできないことが検出
されると、Amazon Keyspaces から警告メール通知が送信されます。
7 日以内に暗号化キーへのアクセスを復元する必要があります。そうしないと、Amazon Keyspaces が
テーブルを自動的に削除します。注意として、Amazon Keyspaces は、テーブルを削除する前に、テーブ
ルデータの復元可能なバックアップを作成します。Amazon Keyspaces は 35 日間復元可能なバックアッ
プを維持します。35 日経過すると、テーブルデータを復元することはできなくなります。復元可能なバッ
クアップの料金は請求されません。ただし、標準のバックアップについては課金されません。復元料金の
対象。
この復元可能なバックアップを使用して、データを新しいテーブルに復元できます。復元を開始するに
は、最後に使用したカスタマーマネージドキーを有効にし、Amazon Keyspaces からアクセスします。

Note
作成プロセスが完了する前にアクセスできない、または削除がスケジュールされている顧客管理
キーを使用して暗号化されたテーブルを作成する場合、エラーが発生します。テーブルの作成操
作が失敗し、電子メール通知が送信されます。

保管時の暗号化の使用に関する注意事項
Amazon Keyspaces で保管時の暗号化を使用する場合は、以下の点を考慮してください。
• 保管時のサーバー側の暗号化は、すべての Amazon Keyspaces テーブルで有効になり、無効にできませ
ん。テーブル全体が保存時に暗号化されます。暗号化する特定の列または行を選択することはできませ
ん。
• デフォルトでは、Amazon Keyspaces は単一サービスのデフォルトキーを使用します (AWS 所有のキー)
を使用して、すべてのテーブルを暗号化します。このキーが存在しない場合は、自動的に作成されま
す。サービスのデフォルトキーを無効にすることはできません。
• 保管時の暗号化は、永続的ストレージメディアで静的 (保管時に) のデータのみを暗号化します。転送中
のデータまたは使用中のデータでデータのセキュリティが考慮される場合には、追加の対策を実行する
必要があります。
• 転送中のデータ: Amazon Keyspaces のすべてのデータは、転送中に暗号化されます。デフォルトで
は、Amazon Keyspaces との通信において、Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security
(TLS) 暗号化を使用して保護されます。
• 使用中のデータ: Amazon Keyspaces に送信する前にデータを保護するには、クライアント側の暗号
化を使用します。
• カスタマーマネージドキー: テーブル内の保管時のデータは、常にカスタマー管理キーを使用して暗号
化されます。ただし、複数のローのアトミック更新を実行する操作では、AWS 所有のキー処理中。こ
れには、範囲削除操作と、静的データと非静的データに同時にアクセスする操作が含まれます。
• 1 つのカスタマーマネージドキーは、最大 50,000 に設定できます。権限を付与します。カスタマー管理
キーに関連付けられているすべての Amazon Keyspaces テーブルは、2 つの許可を消費します。テーブ
ルが削除されると、1 つのグラントが解放されます。2番目の許可は、Amazon Keyspacesがカスタマー
管理キーへのアクセスを意図せずに失った場合に備えて、データの損失から保護するために、テーブル
の自動スナップショットを作成するために使用されます。この助成金は、テーブルの削除から 42 日後
にリリースされます。

保管時の暗号化: カスタマー管理キーを使用して Amazon
Keyspaces のテーブルを暗号化する方法
コンソールまたは CQL ステートメントを使用して、AWS KMS key新しいテーブルの場合は、Amazon
Keyspaces の既存のテーブルの暗号化キーを更新します。次のトピックでは、新規および既存のテーブル
に顧客管理キーを実装する方法について説明します。
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トピック
• 前提条件: を使用してカスタマーマネージドキーを作成するAWS KMSAmazon Keyspaces へのアクセ
ス許可の付与 (p. 191)
• ステップ 3: 新しいテーブル用のカスタマーマネージドキーを指定する (p. 193)
• ステップ 4: 既存のテーブルの暗号化キーを更新する (p. 194)
• ステップ 5: Amazon Keyspaces 暗号化コンテキストをログで使用する (p. 195)
• ステップ 6: を使用してモニタリングを設定するAWS CloudTrail (p. 196)

前提条件: を使用してカスタマーマネージドキーを作成するAWS KMSAmazon
Keyspaces へのアクセス許可の付与
Amazon Keyspaces テーブルをカスタマー管理のキー (p. 189)の場合は、まず、でキーを作成する必要
があります。AWS Key Management Service(AWS KMS) を選択し、Amazon キースペースにそのキーの使
用を許可します。

ステップ 1: を使用してカスタマーマネージドキーを作成するAWS KMS
Amazon Keyspaces テーブルを保護するために使用するカスタマー管理キーを作成するには、「」の手順
に従います。対称暗号化 KMS キーの作成コンソールまたは、AWSアピ。

ステップ 2: カスタマーマネージドキーの使用を承認する
あなたが選ぶ前にカスタマー管理のキー (p. 189)Amazon Keyspaces テーブルを保護するには、そのカ
スタマーマネージドキーのポリシーによって、Amazon Keyspaces にキーを代理で使用するアクセス許可
を付与している必要があります。カスタマーマネージドキーのポリシーと権限付与を完全に制御すること
ができます。これらの許可は、キーポリシー、IAM ポリシー、またはグラントで指定できます。
Amazon Keyspaces はデフォルトを使うために追加の認証を必要としませんAWS 所有のキー (p. 189)の
Amazon Keyspaces スのテーブルを保護するにはAWSアカウント.
以下のトピックでは、Amazon Keyspaces テーブルでカスタマー管理キーを使用できるようにする IAM ポ
リシーと許可を使用して、必要なアクセス権限を設定する方法を示します。
トピック
• カスタマーマネージドキーのポリシー (p. 191)
• キーポリシーの例 (p. 192)
• Amazon Keyspaces への権限付与を使用する (p. 193)

カスタマーマネージドキーのポリシー
選択するとカスタマー管理のキー (p. 189)Amazon Keyspaces テーブルを保護するために、Amazon
Keyspaces は、選択を行うプリンシパルの代わりにカスタマーマネージドキーを使用するアクセス許可を
取得します。そのプリンシパル、ユーザーまたはロールは、Amazon Keyspaces に必要な、カスタマーマ
ネージドキーに対するアクセス許可を持っている必要があります。
Amazon Keyspaces には、少なくとも、カスタマーマネージドキーに対する次のアクセス許可が必要で
す。
• kms:Encrypt
• kms:Decrypt
• kms:ReEncrypt* (kms の場合:ReEncryptFrom と kms:ReEncrypt宛先)
• kms:GenerateDataキー* (用)kms:GenerateDataキーそしてkms:GenerateDataKeyWithoutプレーンテキス
ト)
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• kms:DescribeKey
• kms:CreateGrant

キーポリシーの例
例えば、次のキーポリシーの例では、必要なアクセス許可のみを提供します。このポリシーには、以下の
影響があります。
• Amazon Keyspaces が、カスタマーマネージドキーを使ってグラントを作成することを許可します。た
だし、Amazon キースペースを使用するアクセス許可を持つアカウントのプリンシパルの代わりに動作
している場合に限ります。ポリシーステートメントで指定されたプリンシパルに Amazon Keyspaces
ペースを使用するアクセス許可がない場合、Amazon Keyspaces サービスから呼び出された場合でも、
呼び出しは失敗します。
• -kms:ViaService条件キーは、ポリシーステートメントにリストされているプリンシパルの代わりに
Amazon Keyspaces からリクエストが送信された場合にのみアクセス許可を許可します。これらのプ
リンシパルは、これらのオペレーションを直接呼び出すことはできません。 kms:ViaService 値は
cassandra.*.amazonaws.com, 、Region の位置にアスタリスク (*) が付いていることに注意してくだ
さい。Amazon Keyspaces には、特定の権限から独立した権限が必要です。AWS リージョン。
• カスタマーが管理するキー管理者 (ユーザーにdb-teamロール) カスタマーマネージドキーへの読み取り
専用アクセスと、許可を取り消すアクセス許可 (以下を含む)AmazonKeyspaces が必要とする権限を付
与する (p. 193)テーブルを保護する。
• Amazon Keyspaces に、カスタマーマネージドキーへの読み取り専用アクセスを許可します。この場
合、Amazon Keyspaces はこれらのオペレーションを直接呼び出すことができます。アカウントプリン
シパルの代わりに機能する必要はありません。
サンプルキーポリシーを使用する前に、サンプルプリンシパルを AWS アカウント の実際のプリンシパル
に置き換えます。
{

"Id": "key-policy-cassandra",
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid" : "Allow access through Amazon Keyspaces for all principals in the account that
are authorized to use Amazon Keyspaces",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/db-lead"},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey",
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"kms:ViaService" : "cassandra.*.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Sid": "Allow administrators to view the customer managed key and revoke grants",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/db-team"
},
"Action": [
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"kms:Describe*",
"kms:Get*",
"kms:List*",
"kms:RevokeGrant"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Amazon Keyspaces への権限付与を使用する
Amazon Keyspaces は、キーポリシーに加えて、権限付与を使用してカスタマーマネージドキーに許可を
設定します。アカウントにあるカスタマーマネージドキーへの権限付与を表示するには、ListGrants オペ
レーションを使用します。Amazon Keyspaces は、AWS 所有のキー (p. 189)テーブルを保護する。
Amazon Keyspaces は、バックグラウンドシステムメンテナンスおよび継続的なデータ保護タスクを実行
するときに、権限付与を使用します。また、テーブルキーの生成にグラントを使用します。
各グラントは、テーブルに固有です。アカウントに、同じカスタマーマネージドキーで暗号化された
複数のテーブルがある場合、テーブルごとに、各タイプの権限付与があります。助成金は、Amazon
Keyspaces 暗号化コンテキストである。これにはテーブル名とAWS アカウントID. このグラントには、許
可の廃止必要がなくなったら.
権限付与を作成するには、Amazon Keyspaces にを呼び出すアクセス権限が必要です。CreateGrant暗
号化されたテーブルを作成したユーザーの代わりに。
キーポリシーは、アカウントがカスタマーマネージドキーの権限付与を取り消すことも許可できます。た
だし、アクティブな暗号化テーブルで権限の付与を取り消すと、Amazon Keyspaces はテーブルを保護し
て維持することはできません。

ステップ 3: 新しいテーブル用のカスタマーマネージドキーを指定する
Amazon Keyspaces コンソールまたは CQL を使用して、新しいテーブルでカスタマーマネージドキーを
指定するには、以下の手順に従います。

カスタマーマネージドキー (コンソール) を使用して暗号化テーブルを作成する
1.
2.
3.
4.
5.
6.

にサインインします。AWS Management Consoleの順にクリックし、Amazon Keyspaces コンソール
を開きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。
ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) を選択して、[Create table] (テーブルの作成) を選択しま
す。
リポジトリの []Create tableページの [] ページの []テーブルの詳細セクションで、キースペースを選択
し、新しいテーブルの名前を指定します。
左スキーマセクションで、テーブルのスキーマを作成します。
左テーブル設定セクションで、[] を選択します。設定のカスタマイズ。
[] に進みます。暗号化設定。
このステップでは、テーブルの暗号化設定を選択します。
左保管時の暗号化[] の下のセクション[] を選択します。AWS KMS keyで、[] オプションを選択しま
す。別の KMS キーを選択する (詳細)を選択し、[検索] フィールドで、[] を選択します。AWS KMS
keyまたは、Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。

Note
選択したキーにアクセスできない場合、または必要な権限がない場合は、「」を参照してく
ださい。キーアクセスのトラブルシューティングのAWS Key Management Service開発者ガ
イド の最初のリリースです。
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7.

[作成] を選択して暗号化テーブルを作成します。

保管中の暗号化 (CQL) 用のカスタマーマネージドキーを使用して新しいテーブルを作成する
保存時の暗号化にカスタマー管理キーを使用する新しいテーブルを作成するには、CREATE TABLE以下の
例に示すように、ステートメント。キー ARN を、Amazon Keyspaces に付与されたアクセス許可を持つ
有効なキーの ARN に置き換えてください。
CREATE TABLE my_keyspace.my_table(id bigint, name text, place text STATIC, PRIMARY KEY(id,
name)) WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
'encryption_specification':{
'encryption_type': 'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',
'kms_key_identifier':'arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111'
}
};

おれが届いた場合Invalid Request Exceptionでは、カスタマー管理キーが有効であり、Amazon
Keyspaces に必要な権限があることを確認する必要があります。キーが正しく設定されていることを確
認するには、を参照してください。キーアクセスのトラブルシューティングのAWS Key Management
Service開発者ガイド の最初のリリースです。

ステップ 4: 既存のテーブルの暗号化キーを更新する
Amazon Keyspaces コンソールまたは CQL を使用して、次の間で既存のテーブルの暗号化キーを変更す
ることもできます。AWS 所有のキーカスタマー管理の KMS キーは、いつでも可能です。

新しいカスタマー管理キーで既存のテーブルを更新する (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleの順にクリックし、Amazon Keyspaces コンソール
を開きます。https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home。

2.

ナビゲーションペインで、[Table] (テーブル) を選択します。

3.

更新するテーブルを選択し、追加設定タブ.

4.

左保管時の暗号化セクションで、[] を選択します。暗号化の管理をクリックして、テーブルの暗号化
設定を編集します。
[][] を選択します。AWS KMS keyで、[] オプションを選択します。別の KMS キーを選択する (詳細)を
選択し、[検索] フィールドで、[] を選択します。AWS KMS keyまたは、Amazon リソースネーム
(ARN) を入力します。

Note
選択したキーが有効でない場合は、「」を参照してください。キーアクセスのトラブル
シューティングのAWS Key Management Service開発者ガイド の最初のリリースです。
または、[] を選択します。AWS 所有のキーカスタマーマネージドキーで暗号化されているテーブルの
場合。
5.

選択変更の保存をクリックして、テーブルに加えた変更を保存します。

既存のテーブルに使用される暗号化キーを更新する
既存のテーブルの暗号化キーを変更するには、ALTER TABLE保管中の暗号化に使用するカスタマーマネー
ジドキーを指定するステートメント。キー ARN を、Amazon Keyspaces に付与されたアクセス許可を持
つ有効なキーの ARN に置き換えてください。
ALTER TABLE my_keyspace.my_table WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
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'encryption_specification':{
'encryption_type': 'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',
'kms_key_identifier':'arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111'
}
};

おれが届いた場合Invalid Request Exceptionでは、カスタマー管理キーが有効であり、Amazon
Keyspaces に必要な権限があることを確認する必要があります。キーが正しく設定されていることを確
認するには、を参照してください。キーアクセスのトラブルシューティングのAWS Key Management
Service開発者ガイド の最初のリリースです。
を使用して暗号化キーをデフォルトの保存時の暗号化オプションに戻すにはAWS 所有のキーを使用するこ
ともできます。ALTER TABLE以下の例に示すように、ステートメント。
ALTER TABLE my_keyspace.my_table WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
'encryption_specification':{
'encryption_type' : 'AWS_OWNED_KMS_KEY'
}
};

ステップ 5: Amazon Keyspaces 暗号化コンテキストをログで使用する
暗号化コンテキスト は､一連のキーと値のペアを含む任意非シークレットデータです。データを暗号化す
るリクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号化されたデー
タに暗号化してバインドします。データを復号化するには、同じ暗号化コンテキストに渡す必要がありま
す。
Amazon Keyspaces は、すべてで同じ暗号化コンテキストを使用します。AWS KMS暗号化オペレーショ
ン。を使用した場合カスタマー管理のキー (p. 189)Amazon Keyspaces テーブルを保護するために、暗
号化コンテキストを使って監査レコードやログの中でカスタマーマネージドキーの使用を特定することが
できます。また、のログのように、プレーンテキストでログに表示されます。AWS CloudTrailそしてアマ
ゾンCloudWatchログ。
その要求でAWS KMSAmazon Keyspaces は 3 つのキー値ペアを持つ暗号化コンテキストを使用します。
"encryptionContextSubset": {
"aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace",
"aws:cassandra:tableName": "mytable"
"aws:cassandra:subscriberId": "111122223333"
}

• Keyspace— 最初のキーと値のペアは、Amazon Keyspaces が暗号化しているテーブルを含むキース
ペースを識別します。キーは、aws:cassandra:keyspaceName です。値はキースペースの名前で
す。
"aws:cassandra:keyspaceName": "<keyspace-name>"

例:
"aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace"

• 表— 2 番目のキー値ペアは、Amazon Keyspaces が暗号化しているテーブルを識別します。キー
は、aws:cassandra:tableName です。この値は、テーブルの名前です。
"aws:cassandra:tableName": "<table-name>"
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例:
"aws:cassandra:tableName": "my_table"

• アカウント— 3 番目のキー値ペアは、AWS アカウント。キーは、aws:cassandra:subscriberId で
す。値は、アカウント ID です。
"aws:cassandra:subscriberId": "<account-id>"

例:
"aws:cassandra:subscriberId": "111122223333"

ステップ 6: を使用してモニタリングを設定するAWS CloudTrail
を使用した場合カスタマー管理のキー (p. 189)Amazon Keyspaces テーブルを保護するには、AWS
CloudTrailAmazon Keyspaces が送信するリクエストを追跡するためのログAWS KMSをお客様に代わって
行います。
-GenerateDataKey,DescribeKey,Decrypt, およびCreateGrantこのセクションでは、リクエストに
ついて説明します。さらに、AmazonKeyspaces ではRetireGrantテーブルを削除するときに権限付与を削
除するオペレーション。
GenerateDataキー
Amazon Keyspaces は、保管中のデータを暗号化するための一意のテーブルキーを作成します。を送
ります。GenerateDataキーにリクエストします。AWS KMSテーブルの KMS キーを指定する。
GenerateDataKey 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。ユー
ザーは Amazon Keyspaces サービスアカウントです。パラメータには、カスタマーマネージドキー
の Amazon リソースネーム (ARN)、256 ビットキーを必要とするキー指定子、暗号化コンテキス
ト (p. 195)キースペース、テーブル、AWS アカウント。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-04-16T04:56:05Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keySpec": "AES_256",
"encryptionContext": {
"aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace",
"aws:cassandra:tableName": "my_table",
"aws:cassandra:subscriberId": "123SAMPLE012"
},
"keyId": "arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
},
"responseElements": null,
"requestID": "5e8e9cb5-9194-4334-aacc-9dd7d50fe246",
"eventID": "49fccab9-2448-4b97-a89d-7d5c39318d6f",
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"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "123SAMPLE012",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123SAMPLE012",
"sharedEventID": "84fbaaf0-9641-4e32-9147-57d2cb08792e"
}

DescribeKey
Amazon Keyspaces は、DescribeKeyオペレーションを使用して、選択した KMS キーがアカウントと
リージョンに存在するかどうかを判断します。
DescribeKey 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。ユーザーは
Amazon Keyspaces サービスアカウントです。パラメータには、カスタマーマネージドキーの ARN
と 256 ビットキーを必要とするキー指定子が含まれます。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAZ3FNIIVIZZ6H7CFQG",
"arn": "arn:aws:iam::123SAMPLE012:user/admin",
"accountId": "123SAMPLE012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "admin",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-04-16T04:55:42Z"
}
},
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-04-16T04:55:58Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
},
"responseElements": null,
"requestID": "c25a8105-050b-4f52-8358-6e872fb03a6c",
"eventID": "0d96420e-707e-41b9-9118-56585a669658",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "123SAMPLE012",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
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}

}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123SAMPLE012"

Decrypt
Amazon Keyspaces テーブルにアクセスすると、Amazon Keyspaces はテーブルキーの復号化が必要
となるため、階層の下でキーを復号できます。次に、テーブル内のデータを復号化します。Amazon
Keyspaces は、テーブルキーを復号化するために、Decryptにリクエストします。AWS KMSテーブル
の KMS キーを指定します。
Decrypt 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。ユーザーは、テー
ブルにアクセスしている AWS アカウント のプリンシパルです。パラメータには、暗号化されたテー
ブルキー (暗号化テキストの blob として) と暗号化コンテキスト (p. 195)テーブルとAWS アカウン
ト。AWS KMSは、カスタマーマネージドキーの ID を暗号化テキストから取得します。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-04-16T05:29:44Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace",
"aws:cassandra:tableName": "my_table",
"aws:cassandra:subscriberId": "123SAMPLE012"
},
"encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "50e80373-83c9-4034-8226-5439e1c9b259",
"eventID": "8db9788f-04a5-4ae2-90c9-15c79c411b6b",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "123SAMPLE012",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123SAMPLE012",
"sharedEventID": "7ed99e2d-910a-4708-a4e3-0180d8dbb68e"
}

CreateGrant
を使用した場合カスタマー管理のキー (p. 189)AmazonKeyspaces ステーブルを保護するため
に、AmazonKeyspaces では権限を付与します (p. 193)サービスを継続するデータの保護とメンテナ
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ンスおよび耐久タスクを実行できるようにするには、次が実行されます。これらの助成金は必須では
ありませんAWS 所有のキー (p. 189)。
Amazon Keyspaces が作成する許可は、テーブルに固有です。のプリンシパルCreateGrantリクエスト
は、テーブルを作成したユーザーです。
CreateGrant 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。パラメー
タには、テーブルのカスタマーマネージドキー ARN、被付与者プリンシパルと廃止プリンシパル
(Amazon Keyspaces サービス)、グラントがカバーするオペレーションが含まれます。また、指定さ
れたを使用するすべての暗号化オペレーションを必要とする制約も含まれています。暗号化コンテキ
スト (p. 195)。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAZ3FNIIVIZZ6H7CFQG",
"arn": "arn:aws:iam::arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111:user/admin",
"accountId": "arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "admin",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-04-16T04:55:42Z"
}
},
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-04-16T05:11:10Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateGrant",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "a7d328af-215e-4661-9a69-88c858909f20",
"operations": [
"DescribeKey",
"GenerateDataKey",
"Decrypt",
"Encrypt",
"ReEncryptFrom",
"ReEncryptTo",
"RetireGrant"
],
"constraints": {
"encryptionContextSubset": {
"aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace",
"aws:cassandra:tableName": "my_table",
"aws:cassandra:subscriberId": "123SAMPLE012"
}
},
"retiringPrincipal": "cassandratest.us-east-1.amazonaws.com",
"granteePrincipal": "cassandratest.us-east-1.amazonaws.com"
},
"responseElements": {
"grantId": "18e4235f1b07f289762a31a1886cb5efd225f069280d4f76cd83b9b9b5501013"
},
"requestID": "b379a767-1f9b-48c3-b731-fb23e865e7f7",
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"eventID": "29ee1fd4-28f2-416f-a419-551910d20291",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "123SAMPLE012",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123SAMPLE012"
}

Amazon Keyspaces での転送時の暗号化
Amazon Keyspaces は Transport Layer Security (TLS) を使用した安全な接続のみを受け入れます。転送時
の暗号化は Amazon Keyspaces との間で転送されるデータを暗号化することで、データ保護の追加レイ
ヤーを提供します。組織のポリシー、業界や政府の規制、またはコンプライアンス要件によって、ネット
ワーク経由でデータを転送する際のアプリケーションのデータセキュリティを高めるために転送時の暗号
化の使用が求められることがよくあります。
暗号化方法を学ぶにはcqlshTLS を使用した Amazon Keyspaces への接続については、「」を参照してく
ださい。the section called “EncryptcqlshTLS を使用した接続” (p. 28)。クライアントドライバで TLS 暗
号化の使用方法の詳細については、「」を参照してください。the section called “Cassandra クライアント
ドライバーの使用” (p. 33)。

Amazon Keyspaces
このトピックでは、Amazon Keyspaces（Apache Cassandra の場合）が、オンプレミスアプリケーショ
ンから Amazon キースペースへの、および Amazon Keyspaces とその他の間の接続をセキュリティで保護
する方法について説明します。AWS同じ内のリソースAWS リージョン。

サービスとオンプレミスのクライアントおよびアプリケーション
との間のトラフィック
プライベートネットワークと との間には 2 つの接続オプションがありますAWS
• AWS Site-to-Site VPN 接続。詳細については、AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド の 「AWS Site-toSite VPN とは」を参照してください。
• AWS Direct Connect 接続。詳細については、AWS Direct Connect ユーザーガイド の 「AWS Direct
Connect とは」を参照してください。
ネットワークを介した Amazon Keyspaces へのアクセスはAWS公開 API。クライアントは Transport
Layer Security (TLS) 1.0 をサポートしている必要があります。TLS 1.2 以上をお勧めします。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に対応し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。
Amazon Keyspaces は、クライアントリクエストを認証する 2 つの方法をサポートしています。最初の
方法では、サービス固有のクレデンシャルを使用します。これは、特定のサービスに対して生成されたパ
スワードベースのクレデンシャルです。AWS Identity and Access Management(IAM) ユーザー。IAM コン
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ソールを使用して、パスワードを作成および管理できます。AWS CLI、またはAWSアピ。詳細について
は、「」を参照してください。Amazon Keyspaces での IAM の使用。
2 番目の方法は、オープンソースに認証プラグインを使用します。DataStaxカサンドラ用の Java ドラ
イバー。このプラグインはIAM ユーザー、ロール、およびフェデレーテッド IDを使用して認証情報を
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) API リクエストに追加するにはAWS署名バージョン 4 の署
名プロセス (SigV4)。詳細については、「??? (p. 16)」を参照してください。

同じリージョン内の AWS リソース間のトラフィック
インターフェイス VPC エンドポイントにより、Amazon VPC と Amazon Keyspaces で実行されている
仮想プライベートクラウド (VPC) と Amazon Keyspaces 間のプライベート通信が可能になります。イ
ンターフェイス VPC エンドポイントはAWS PrivateLinkであるAWSVPC と VPC 間のプライベート通信
を可能にするサービスAWSのサービス。AWS PrivateLinkネットワークトラフィックが Amazon ネット
ワークから送信されないように VPC でプライベート IP アドレスを使用して Elastic Network Interface を
使用してこれを有効にします。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 接続を必要としません。詳細については、
「」を参照してください。Amazon Virtual Private Cloudそしてインターフェイス VPC エンドポイント
(AWS PrivateLink)。エンドポイントポリシーの例については、「the section called “Amazon Keyspaces 用
インターフェイス VPC エンドポイントの使用” (p. 246)」を参照してください。

Amazon Keyspaces 用 AWS Identity and Access
Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、認証 (サインイン) され、かつ Amazon Keyspaces
リソースを使用する認可 を受ける (許可がある) ことができるユーザーを管理します。IAM は、追加費用な
しで使用できる AWS のサービス です。
トピック
• 対象者 (p. 201)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 202)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 204)
• Amazon Keyspaces で IAM が機能する仕組み (p. 206)
• Amazon Keyspaces のアイデンティティベースポリシーの例 (p. 209)
• Amazon Keyspaces の AWS 管理ポリシー (p. 216)
• Amazon Keyspaces のアイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 220)
• Amazon Keyspaces でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 223)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、Amazon Keyspaces で行う作業に応じて異な
ります。
サービスユーザー – ジョブを実行するために Amazon Keyspaces サービスを使用する場合は、管理者か
ら必要なアクセス許可と認証情報が与えられます。多くの Amazon Keyspaces 機能を使用して作業を行う
場合は、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理
者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon Keyspaces の機能にアクセスできない場合
は、「Amazon Keyspaces のアイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 220)」
を参照してください。
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サービス管理者 – 社内の Amazon Keyspaces リソースを担当している場合は、通常、Amazon Keyspaces
への完全アクセス権を持っています。サービスのユーザーがどの Amazon Keyspaces 機能やリソースに
アクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービス
ユーザーの許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してく
ださい。会社で Amazon Keyspaces と IAM を併用する方法の詳細については、「Amazon Keyspaces で
IAM が機能する仕組み (p. 206)」を参照してください。
IAM 管理者 – IAM 管理者は、Amazon Keyspaces へのアクセスを管理するポリシーの詳しい作成方法を理
解しておくことが推奨されます。IAM で使用できる Amazon Keyspaces アイデンティティベースのポリ
シーの例を表示するには、「Amazon Keyspaces のアイデンティティベースポリシーの例 (p. 209)」を
参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS
アカウント のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることによっ
て、認証を受ける (AWS にサインインする) 必要があります。
ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーテッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーテッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google ま
たは Facebook の認証情報などがあります。フェデレーテッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。
ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。
プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS はsoftware development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。
使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧めし
ます。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」
の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証
(MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインす
ることによってアクセスできます。ただし、日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強
くお勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行でき
るタスクを実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについて
は、AWS Account Managementリファレンスガイドの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を
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持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテー
ションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要とす
るユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細について
は、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可
セット」を参照してください。
• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、そ
のユーザーはプリンシパルとみなされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されま
す。一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクショ
ンがトリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要で
す。ポリシー内で、アクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、「Service
Authorization Reference」(サービス認可リファレンス) の「Actions, Resources, and Condition Keys
for Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)」(Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のア
クション、リソース、および条件キー) を参照してください。
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• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。
• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。
IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
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シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。
リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
• 許可の境界 - 許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとその
許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソー
スベースのポリシーでは、許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否
した場合、許可は無効になります。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エ
ンティティの許可の境界」を参照してください。
• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の仕組み」
を参照してください。
• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS
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が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」 の「Policy evaluation logic」(ポリシーの評価
ロジック) を参照してください。

Amazon Keyspaces で IAM が機能する仕組み
IAM を使用して Amazon Keyspaces へのアクセスを管理する前に、Amazon Keyspaces で使用できる IAM
機能について理解しておく必要があります。Amazon Keyspaces およびその他のAWSのサービスが IAM
と連携する方法の概要を把握するには、「IAM ユーザーガイド」の「services with IAM」(IAM と連携する
AWSのサービス) を参照してください。
トピック
• Amazon Keyspaces のアイデンティティベースポリシー (p. 206)
• Amazon Keyspaces のリソースベースポリシー (p. 209)
• Amazon Keyspaces タグに基づいた認可 (p. 209)
• Amazon Keyspaces の IAM ロール (p. 209)

Amazon Keyspaces のアイデンティティベースポリシー
IAM のアイデンティティベースポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。Amazon Keyspaces は、特定のアクション、リソース、
および条件キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM JSON policy elements reference」(IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス)
を参照してください。
IAM アクセス権限ポリシーに使用できる Amazon Keyspaces サービス固有のリソースとアクショ
ン、および条件コンテキストキーを確認するには、「Service Authorization Reference」(サービス
認可リファレンス) の「Actions, Resources, and Condition Keys for Amazon Keyspaces (for Apache
Cassandra)」(Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のアクション、リソース、および条件キー)
を参照してください。

アクション
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。
JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。
このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。
Amazon Keyspaces のポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックス cassandra: を使用
します。例えば、Amazon Keyspaces CREATE CQL ステートメントを使用して Amazon Keyspaces の
キースペースを作成するためのアクセス許可を付与するには、ポリシーに cassandra:Create アクショ
ンを含めます。ポリシーステートメントには、Action または NotAction 要素を含める必要がありま
す。Amazon Keyspaces は、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定
義します。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにカンマで区切ります。
"Action": [
"cassandra:CREATE",
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]

Amazon Keyspaces アクションのリストを確認するには、「Service Authorization Reference」(サービ
ス認可リファレンス) の「Actions Defined by Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)」(Amazon
Keyspaces (Apache Cassandra 向け) で定義されるアクション) を参照してください。

リソース
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "*"

Amazon Keyspaces では、キースペースとテーブルは、IAM アクセス許可の Resource 要素で使用できま
す。
Amazon Keyspaces のキースペースリソースには次の ARN があります。
arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/${KeyspaceName}/

Amazon Keyspaces のテーブルリソースには次の ARN があります。
arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/${KeyspaceName}/table/
${tableName}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS のサービスの名前空間」を参照
してください。
例えば、ステートメントで mykeyspace キースペースを指定するには、次の ARN を使用します。
"Resource": "arn:aws:cassandra:us-east-1:123456789012:/keyspace/mykeyspace/"

特定のアカウントに属するすべてのキースペースを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:cassandra:us-east-1:123456789012:/keyspace/*"

リソースを作成するためのアクションなど、Amazon Keyspaces アクションには特定のリソースで実行で
きないものがあります。このような場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。
"Resource": "*"

接続時にほとんどのドライバーでシステムキースペース/テーブルが読み込まれるため、標準ドライバーを
使用して Amazon Keyspaces にプログラムで接続する場合、ユーザーはシステムテーブルへの SELECT
アクセス権を持っている必要があります。例えば、IAM ユーザーは、mykeyspace で mytable のために
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ユーザーに SELECT アクセス許可を付与する場合、mytable と system keyspace の両方を読み取る
ためのアクセス許可を持っている必要があります。複数のリソースを単一のステートメントで指定するに
は、ARN をカンマで区切ります。
"Resource": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"

Amazon Keyspaces リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「Service Authorization
Reference」(サービス認可リファレンス) の「Resources Defined by Amazon Keyspaces (for Apache
Cassandra)」(Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) で定義されるリソース) を参照してくだ
さい。どのアクションで各リソースの ARN を指定できるかについては、「Actions Defined by Amazon
Keyspaces (for Apache Cassandra)」(Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) で定義されるアク
ション) を参照してください。

条件キー
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。
1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。
条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。
AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。
Amazon Keyspaces では独自の条件キーが定義されており、また一部のグローバル条件キーの使用がサ
ポートされています。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の
「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してください。
すべての Amazon Keyspaces アクションでは、aws:RequestTag/${TagKey}、aws:ResourceTag/
${TagKey} および aws:TagKeys 条件キーがサポートされます。詳細については、「the section called “
タグに基いた Amazon Keyspaces リソースアクセス” (p. 215)」を参照してください。
Amazon Keyspaces の条件キーのリストを確認するには、「Service Authorization Reference」(サー
ビス認可リファレンス) の「Condition Keys for Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)」(Amazon
Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の条件キー) を参照してください。どのアクションおよびリ
ソースと条件キーを使用できるかについては、「Actions Defined by Amazon Keyspaces (for Apache
Cassandra)」(Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) で定義されるアクション) を参照してくださ
い。

例
Amazon Keyspaces のアイデンティティベースポリシーの例は、「Amazon Keyspaces のアイデンティ
ティベースポリシーの例 (p. 209)」でご確認ください。
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Amazon Keyspaces のリソースベースポリシー
Amazon Keyspaces では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。詳細なリソースベー
スポリシーのページの例については、「https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/access-controlresource-based.html」を参照してください。

Amazon Keyspaces タグに基づいた認可
タグを使用して Amazon Keyspaces リソースへのアクセスを管理することができます。タグに基づいて
リソースアクセスを管理するには、cassandra:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/keyname、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの条件要素でタグ情報を提供しま
す。Amazon Keyspaces リソースのタグ付けの詳細については、「リソースのタグ付け (p. 179)」を参照
してください。
リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例を表示するには、「 タグに基いた Amazon Keyspaces リソースアクセス (p. 215)」を参照してくださ
い。

Amazon Keyspaces の IAM ロール
IAM ロール は、特定のアクセス許可を持つ、AWS アカウント 内のエンティティです。

Amazon Keyspaces での一時認証情報の使用
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS
STSAssumeRoleやなどの API GetFederationToken操作を呼び出すことで取得します。
Amazon Keyspaces は、Amazon Keyspaces 認証用プラグイン (p. 37)と一時認証情報との使用に対応し
ています。認証プラグインを使用してプログラムでテーブルにアクセスする方法の例については、「the
section called “認証プラグインを使用した Amazon Keyspaces へのアクセス” (p. 213)」を参照してくだ
さい。

サービスにリンクされたロール
サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できます
が、編集することはできません。
Amazon Keyspaces のサービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「the section called
“サービスリンクロールの使用” (p. 223)」を参照してください。

サービスロール
Amazon Keyspaces ではサービスロールがサポートされていません。

Amazon Keyspaces のアイデンティティベースポリ
シーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには Amazon Keyspaces リソースを作成または変更するア
クセス許可はありません。さらに、コンソール、CQLSH、AWS CLI、または AWS API を使用してタスク
を実行することもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の
API オペレーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要がありま
す。続いて、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。
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これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM のアイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、IAM ユーザーガイドの「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。
トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 210)
• Amazon Keyspaces コンソールの使用 (p. 210)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 211)
• Amazon Keyspaces テーブルへのアクセス (p. 211)
• 認証プラグインを使用した Amazon Keyspaces へのアクセス (p. 213)
• タグに基いた Amazon Keyspaces リソースアクセス (p. 215)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内で誰かが Amazon Keyspaces リソースを作成、アクセ
ス、または削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加
料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際に
は、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください。
• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。
• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。
• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可す
ることもできます。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
• 多要素認証 (MFA) を要求する – アカウントで IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナリオ
がある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び出さ
れるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。
IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Amazon Keyspaces コンソールの使用
Amazon Keyspaces では、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) コンソールにアクセスするため
の特定のアクセス許可は必要ありません。AWS アカウント で Amazon Keyspaces リソースの一覧と詳細
を表示するための読み取り専用アクセス許可は必要です。最小限必要な許可よりも厳しく制限されたアイ
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デンティティベースポリシーを作成すると、そのポリシーを添付したエンティティ (IAM ユーザーまたは
ロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazon Keyspaces テーブルへのアクセス
以下は、システムテーブルにアクセスするための読み取り専用 (SELECT) アクセス権を付与するサンプル
ポリシーです。すべてのサンプルで、Amazon リソースネーム (ARN) のリージョンとアカウント ID をお
使いのサービスのものと置き換えます。

Note
ほとんどのドライバーで接続時にシステムのキースペース/テーブルが読み取られるため、標準的
なドライバーと接続する場合に、ユーザーは少なくともシステムテーブルへの SELECT アクセス
権は持っておく必要があります。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cassandra:Select"
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}

]

}

],
"Resource":[
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
]

以下のサンプルポリシーでは、ユーザーテーブルに読み取り専用アクセスを追加します。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cassandra:Select"
],
"Resource":[
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
]
}
]

以下のサンプルポリシーでは、ユーザーテーブルへの読み取り/書き込みアクセス権と、システムテーブル
への読み取りアクセス権を割り当てます。

Note
システムテーブルは読み取り専用です。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cassandra:Select",
"cassandra:Modify"
],
"Resource":[
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
]
}
]

次のサンプルポリシーでは、ユーザーがキースペース mykeyspace でテーブルを作成できます。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cassandra:Create",
"cassandra:Select"
],
"Resource":[
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}

]

}

]

"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/*",
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"

認証プラグインを使用した Amazon Keyspaces へのアクセス
以下の例では、Amazon Keyspaces 認証用プラグイン (p. 37)を使用するアプリケーションを実行し
て、IAM ロールに関連付けられた EC2 インスタンスから Amazon Keyspaces にアクセスし、Amazon
Keyspaces テーブルのクエリを行います。このアプリケーションは、特定の顧客 ID の orders という
テーブルからすべてのオーダーを返します。
この例には以下のステップが含まれます。
1.

Amazon Keyspaces キースペースとテーブルを作成し、レコードを挿入します。

2.

EC2 インスタンスを起動して IAM ロールに関連付けます。
EC2 インスタンスアクセス許可を Amazon Keyspaces テーブルに付与する IAM ポリシーを定義しま
す。

3.

EC2 インスタンスにサンプルコードをデプロイして実行し、Amazon Keyspaces テーブルのクエリを
行います。

サンプルテーブルを作成します。
まず、キースペースとテーブルを作成していくつかのレコードを挿入します。orders テーブルの作成に
は、Amazon Keyspaces コンソールの CQL エディタや、cqlsh を使用できます。詳細については、「the
section called “インストールと使用cqlsh” (p. 27)」を参照してください。
まず、次のテーブルスキーマを用いてキースペースとテーブルを作成します。
create keyspace acme with replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor' :
1 };
create table acme.orders (
customer_id text,
order_timestamp timestamp,
order_id uuid,
primary key (customer_id, order_timestamp)) with clustering order by
(order_timestamp desc);

次に、いくつかのオーダーレコードをテーブルに挿入します。
insert into acme.orders (customer_id, order_timestamp, order_id)
values ('1234', toTimestamp(now()), uuid());
insert into acme.orders (customer_id, order_timestamp, order_id)
values ('1234', toTimestamp(now()), uuid());
insert into acme.orders (customer_id, order_timestamp, order_id)
values ('1234', toTimestamp(now()), uuid());
insert into acme.orders (customer_id, order_timestamp, order_id)
values ('1234', toTimestamp(now()), uuid());

EC2 インスタンスを起動して IAM ロールに関連付ける
アプリケーションを実行する EC2 インスタンスに関連付ける IAM ロールを作成します。
次のドキュメントを iam-keyspaces-ec2-role.json という名前のファイルに保存します。
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{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":{
"Effect":"Allow",
"Principal":{
"Service":"ec2.amazonaws.com"
},
"Action":"sts:AssumeRole"
}

EC2 インスタンスの読み取り専用アクセス権を orders テーブルに付与するには、次の IAM ポリシーを
作成します。Amazon リソースネーム (ARN) のリージョンとアカウント ID を、Amazon Keyspaces アカ
ウントのリージョンとアカウント ID に置き換えます。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"cassandra:Select",
"Resource":[
"arn:aws:cassandra:us-east-2:111122223333:/keyspace/acme/table/orders",
"arn:aws:cassandra:us-east-2:111122223333:/keyspace/system*"
]
}
]

次のドキュメントを iam-keyspaces-ec2-policy.json という名前のファイルに保存します。

Note
ドライバーではクラスターメタデータを取得するために system キースペースにアクセスしなけ
ればならないため、このキースペースのアクセス許可をポリシーに含める必要があります。
EC2 インスタンスを起動し、作成した IAM ロールをインスタンスに関連付けるには、「Launching an
instance with an IAM role」(IAM ロールでのインスタンスの起動) の手順に従います。ロールを既存の EC2
インスタンスに関連付ける場合は、「Attaching an IAM role」(IAM ロールのアタッチ) を参照してくださ
い。

Note
この例では、Java があらかじめインストールされている Amazon Linux AMI を選択します。既存
の Amazon Linux インスタンスを使用している場合は、Java がインストールされていることを確
認するか、コマンド sudo yum install java-11-amazon-corretto-headless を使用し
てこのステップを完了します。

コードのデプロイと実行
Amazon Keyspaces テーブルのクエリを行うためにコードをデプロイして実行するには、次のステップを
使用します。
1. GitHubからサンプルコードをダウンロードします。
2. Apache Maven を使用してサンプルコードをコンパイルします。
3. JAR ファイルを EC2 インスタンスにコピーしてアプリケーションを実行します。
この例では、Amazon Keyspaces 認証用プラグイン (p. 37)を実装するサンプルアプリケーションを使用し
て、IAM ロールを使用しているテーブルにアクセスします。独自のコードでは、まず、the section called
“Java 4.x の認証プラグイン” (p. 37) のステップに従ってプラグインを統合する必要があります。
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GitHub リポジトリからサンプルをダウンロードした後、次のコマンドを使用して、Apache Maven バー
ジョン 3.6.3 以降を使用するコードをコンパイルします。
mvn package

これにより、すべての依存関係が target ディレクトリに含まれている次の JAR ファイルが作成されま
す。
aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-examples-1.0.0.jar

この JAR ファイルと、サンプルコードディレクトリにある cassandra_truststore.jks を、EC2 イ
ンスタンスにコピーします。次のコマンドを使用してアプリケーションを実行します。AWS リージョン
us-east-2 を、使用しているリージョンに置き換えます。
java -Djavax.net.ssl.trustStore=./cassandra_truststore.jks \
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=amazon -jar \
aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-examples-1.0.0.jar \
us-east-2 cassandra.us-east-2.amazonaws.com 1234

このコマンドは結果的に、前の手順でテーブルに挿入したレコードになります。このアプリケーション
は、IAM ロールセッションに割り当てられた一時認証情報を使用しているテーブルに、IAM ポリシーで定
義されている読み取り専用アクセス許可を使用してアクセスしました。

タグに基いた Amazon Keyspaces リソースアクセス
アイデンティティベースポリシーの条件を使用して、タグに基づいた Amazon Keyspaces リソースへのア
クセスを制御することができます。これらのポリシーは、アカウント内のキースペースとテーブルの可視
性を制御します。システムテーブルに対するタグベースの権限は、AWS SDKを使用してリクエストが行わ
れた場合と、Cassandraドライバーや開発者ツールを介したCassandraクエリ言語（CQL）API呼び出しと
は異なる動作をすることに注意してください。
• タグベースのアクセスを使用するときにAWS SDKList を使用してリクエストを行うには、呼び出し元
がシステムテーブルへの読み取りアクセス権を持っている必要があります。Getたとえば、Select操作
によってシステムテーブルからデータを読み取るには、GetTableアクション権限が必要です。呼び出
し元が特定のテーブルへのタグベースのアクセス権しか持っていない場合、システムテーブルへの追加
アクセスを必要とする操作は失敗します。
• 確立されたCassandraドライバーの動作との互換性を保つため、Cassandraドライバーと開発者ツール
を介してCassandraクエリ言語（CQL）APIコールを使用してシステムテーブルを操作する場合、タグ
ベースの認証ポリシーは適用されません。
次の例で、テーブルの Owner にユーザーのユーザー名の値が含まれている場合に、そのテーブルを表示す
るためのアクセス許可をユーザーに付与するポリシーを作成する方法について説明します。この例では、
システムテーブルへの読み取りアクセス権も付与します。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"ReadOnlyAccessTaggedTables",
"Effect":"Allow",
"Action":"cassandra:Select",
"Resource":[
"arn:aws:cassandra:us-east-2:111122223333:/keyspace/myKeyspace/table/*",
"arn:aws:cassandra:us-east-2:111122223333:/keyspace/myKeyspace/system*"
],
"Condition":{
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}

]

}

}

"StringEquals":{
"aws:ResourceTag/Owner":"${aws:username}"
}

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーに添付できます。richard-roe という名前のユーザーが
Amazon Keyspaces テーブルを表示しようとすると、そのテーブルには Owner=richard-roe または
owner=richard-roe というタグが付きます。それ以外の場合、アクセスは拒否されます。条件キー名で
は大文字と小文字は区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner に一致します。詳細に
ついては、IAM ユーザーガイドのIAM JSON ポリシー要素: 条件を参照してください。
次のポリシーでは、テーブルの Owner にユーザーのユーザー名の値が含まれている場合に、タグ付きの
テーブルを作成するためのアクセス許可をユーザーに付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CreateTagTableUser",
"Effect": "Allow",
"Action": ["cassandra:Create", "cassandra:TagResource"],
"Resource": "arn:aws:cassandra:us-east-2:111122223333:/keyspace/mykeyspace/
table/*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals" : {"aws:RequestTag/Owner": "${aws:username}"}
}
]
}

Amazon Keyspaces の AWS 管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS
マネージドポリシー」を参照してください。
AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドの「AWSジョブ関数のマネージドポリシー」を参照してください。

216

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
AWS マネージドポリシー

AWS管理ポリシー: AmazonKeyspacesReadOnlyAccess
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーは、Amazon Keyspaces への読み取り専用アクセス権を付与するものです。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• Amazon Keyspaces – Amazon Keyspaces への読み取り専用アクセスを提供します。
• Application Auto Scaling — アプリケーションオートスケーリングの設定をプリンシパルが表示
できるようにします。これは、テーブルにアタッチされているオートスケーリングポリシーをユーザー
が表示できるようにする場合に必須です。
• CloudWatch— で設定されたメトリクスデータとアラームをプリンシパルが表示できるようにします
CloudWatch。これは、ユーザーが、請求可能なテーブルサイズを表示して、 CloudWatch テーブルに対
して設定されているアラーム。
• AWS KMS — AWS KMS で設定されたキーをプリンシパルが表示できるようにします。これは、ユー
ザーが表示できるようにするために必要ですAWS KMSAmazon Keyspaces に割り当てられているキー
が有効な対称暗号化キーであるかを確認するために、各自のアカウントで作成して管理しているキーで
す。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cassandra:Select"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricData",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS マネージドポリシー: AmazonKeyspacesFullAccess
AmazonKeyspacesFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
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このポリシーは、Amazon Keyspaces への無制限の管理者アクセスを許可する管理者用アクセス許可を付
与するものです。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• Amazon Keyspaces — プリンシパルが任意の Amazon Keyspaces リソースにアクセスしてすべてのア
クションを実行できるようにします。
• Application Auto Scaling — プリンシパルが Amazon Keyspaces テーブルのオートスケーリング
ポリシーの作成、表示、削除を実行できるようにします。これは、管理者が Amazon Keyspaces テーブ
ルのオートスケーリングポリシーを管理できるようにする場合に必須です。
• CloudWatch— プリンシパルに Billable テーブルサイズの表示、作成、削除を実行できるようにします
CloudWatch Amazon Keyspaces オートスケーリングポリシーのアラーム。これは、管理者が請求可能
なテーブルサイズを表示して、 CloudWatch ダッシュボード。
• IAM — 管理者がテーブルのアプリケーションオートスケーリングを有効にすると、Amazon Keyspaces
で IAM を使用してサービスリンクロールが自動的に作成できるようにします。これは、Amazon
Keyspaces がユーザーに代わってオートスケーリングアクションを実行できるようにする場合に必須で
す。
• AWS KMS — AWS KMS で設定されたキーをプリンシパルが表示できるようにします。これは、ユー
ザーがAWS KMSAmazon Keyspaces に割り当てられているキーが有効な対称暗号化キーであるかを確
認するために、各自のアカウントで作成して管理しているキーです。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cassandra:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
"application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"application-autoscaling:PutScheduledAction",
"application-autoscaling:PutScalingPolicy",
"application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
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"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:PutMetricAlarm"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
}
}
}
]
}

Amazon Keyspaces での AWS 管理ポリシーに関する更新
Amazon Keyspaces の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の
追跡を開始した以降の分について表示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、ド
キュメント履歴 (p. 275) ページの RSS フィードを購読してください。

変更

説明

日付

AmazonKeyspacesReadOnlyAccessAmazon
(p. 217)Keyspaces で、ユー
- 既存のポリシーを更新する
ザーが、請求可能なテーブルの
サイズを表示できるようにする
新しいアクセス許可が追加され
ました。 CloudWatch。

2022 年 7 月 7 日

Amazon Keyspaces が Amazon
と統合 CloudWatch 請求可能
なテーブルサイズを監視で
きます。詳細については、
「the section called “Amazon
Keyspaces のメトリクスとディ
メンション” (p. 228)」を参照し
てください。
AmazonKeyspacesFullAccess (p. 217)
Amazon Keyspaces で、ユー
- 既存のポリシーを更新する
ザーが、請求可能なテーブルの
サイズを表示できるようにする
新しいアクセス許可が追加され
ました。 CloudWatch。
Amazon Keyspaces が Amazon
と統合 CloudWatch 請求可能
なテーブルサイズを監視で
きます。詳細については、
「the section called “Amazon
Keyspaces のメトリクスとディ
メンション” (p. 228)」を参照し
てください。
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変更

説明

日付

AmazonKeyspacesReadOnlyAccessAmazon
(p. 217)Keyspaces で、Amazon
- 既存のポリシーを更新する
Keyspaces の保管データ暗号
化が設定されている AWS KMS
キーをユーザーが表示できるよ
うにする新しいアクセス許可が
追加されました。

2021 年 6 月 1 日

Amazon Keyspaces の保管デー
タ暗号化は、保管中のデータの
暗号化に使用する暗号化キーの
保護および管理のために、AWS
KMS に統合されます。Amazon
Keyspaces に対して設定されて
いる AWS KMS キーを表示する
ために、読み取り専用アクセス
許可が追加されました。
AmazonKeyspacesFullAccess (p. 217)
Amazon Keyspaces で、Amazon
- 既存のポリシーを更新する
Keyspaces の保管データ暗号
化が設定されている AWS KMS
キーをユーザーが表示できるよ
うにする新しいアクセス許可が
追加されました。

2021 年 6 月 1 日

Amazon Keyspaces の保管デー
タ暗号化は、保管中のデータの
暗号化に使用する暗号化キーの
保護および管理のために、AWS
KMS に統合されます。Amazon
Keyspaces に対して設定されて
いる AWS KMS キーを表示する
ために、読み取り専用アクセス
許可が追加されました。
Amazon Keyspaces で変更の追
跡が開始されました。

Amazon Keyspaces で AWS 管理 2021 年 6 月 1 日
ポリシーの変更の追跡が開始さ
れました。

Amazon Keyspaces のアイデンティティとアクセスに
関するトラブルシューティング
次の情報は、Amazon Keyspaces と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復
に使用できます。
トピック
• Amazon Keyspaces でアクションを実行するための認可を受けていません。 (p. 221)
• IAM ユーザーまたはロールを変更しましたが、その変更がすぐには反映されませんでした (p. 221)
• Amazon Keyspaces point-in-time リカバリ (PITR) を使用してテーブルを復元できません。 (p. 221)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 221)
• アクセスキーを表示したい (p. 222)
• 管理者として Amazon Keyspaces へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 222)
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• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon Keyspaces リソースへのアクセスを許可した
い (p. 222)

Amazon Keyspaces でアクションを実行するための認可を受けて
いません。
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。
以下のエラーの例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して####の詳細を表示したとき
に、そのテーブルの cassandra:Select アクセス許可を持っていない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cassandra:Select on resource: mytable

この場合、Mateo は、cassandra:Select アクションを使用して mytable リソースへのアクセスが許
可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

IAM ユーザーまたはロールを変更しましたが、その変更がすぐに
は反映されませんでした
IAM ポリシーの変更が、Amazon Keyspaces への接続が既存で確立されているアプリケーションに反映さ
れるまで、最長で 10 分かかる場合があります。アプリケーションで新しい接続が確立された場合は、IAM
ポリシーの変更がすぐに反映されます。既存の IAM ユーザーまたはロールに変更を加えても、その変更が
すぐに反映されない場合は、10 分ほど待つか、Amazon Keyspaces への接続を切って接続し直してくださ
い。

Amazon Keyspaces point-in-time リカバリ (PITR) を使用して
テーブルを復元できません。
point-in-time リカバリ (PITR) を使用して Amazon Keyspaces テーブルの復元を試みた際に、復元プロセ
スが開始しても正常に完了しない場合は、復元プロセスに必要なアクセス許可の一部が設定されていない
可能性があります。管理者に問い合わせて、Amazon Keyspaces でテーブルを復元できるようにポリシー
を更新してもらう必要があります。
Amazon Keyspaces では、ユーザーアクセス許可に加えて、復元プロセス中にプリンシパルに代わってア
クションを実行するためのアクセス許可が必要になる場合があります。これは、テーブルが顧客管理キー
で暗号化されている場合や、着信トラフィックを制限する IAM ポリシーを使用している場合です。例え
ば、IAM ポリシーで条件キーを使用してソーストラフィックを特定のエンドポイントまたは IP 範囲に制限
している場合、復元オペレーションは失敗します。プリンシパルの代わりに Amazon Keyspaces によって
テーブルの復元オペレーションが実行されるようにするには、IAM ポリシーに aws:ViaAWSService グ
ローバル条件キーを追加する必要があります。
テーブルを復元するためのアクセス許可の詳細については、「the section called “復元許可” (p. 161)」を参
照してください。

iam を実行する権限がないPassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して
Amazon Keyspaces にロールを渡せるようにする必要があります。
一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。
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以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon Keyspaces でア
クションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サー
ビスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありませ
ん。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。
サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important
正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存
するように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用で
きます。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必
要があります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキー
ペアを作成する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、「IAM ユーザーガイ
ド」の「Managing access keys」(アクセスキーの管理) を参照してください。

管理者として Amazon Keyspaces へのアクセスを他のユーザー
に許可したい
Amazon Keyspaces へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリ
ケーション用に IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまたは
アプリケーションは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、Amazon
Keyspaces の適切なアクセス許可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要がありま
す。
すぐに開始するには、「IAM ユーザーガイド」の「Creating your first IAM delegated user and
group」(IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成) を参照してください。

自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon Keyspaces
リソースへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ

222

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
サービスリンクロールの使用

シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon Keyspaces がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「Amazon
Keyspaces で IAM が機能する仕組み (p. 206)」を参照してください。
• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。
• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。
• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。
• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon Keyspaces でのサービスにリンクされたロー
ルの使用
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) は、AWS Identity and Access Management(IAM)サービスリ
ンクロール。サービスにリンクされたロールは、Amazon Keyspaces に直接リンクされた一意のタイプの
IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、Amazon Keyspaces によって事前定義されており、
サービスから other を呼び出すために必要なすべてのアクセス許可を備えています。AWSはユーザーに代
わってのサービス。
サービスにリンクされたロールを使用することで、Application Auto Scaling に必要なアクセス許可を手動
で追加する必要がなくなるため、Amazon Keyspaces の自動スケーリングを簡単にセットアップできま
す。Amazon Keyspaces は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。定義される許
可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可ポリシーを他のIAM エンティティに添付
することはできません。
サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサービス」を
参照して、Service-Linked Role (サービスリンクロール) 列がはいになっているサービスを探してくださ
い。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンク
を選択します。

Amazon Keyspaces でのサービスにリンクされたロールのアクセ
ス許可
Amazon Keyspaces の自動スケーリングは、という名前のサービスにリンクされたロールを使用しま
す。AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTableApplication Auto Scaling が Amazon
Keyspaces および Amazon を呼び出すことをCloudWatchはユーザーに代わってです。
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable サービスにリンクされたロールはその引き受
け時に、以下のサービスを信頼します。
• cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com
ロールのアクセス許可ポリシーは、Application Auto Scaling が指定されたAmazon Keyspaces リソースで
以下のアクションを完了することを許可します。
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• アクション: リソース arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system/table/* での
cassandra:Select
• アクション: リソース arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema/table/* での
cassandra:Select
• アクション: リソース arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema_mcs/table/* での
cassandra:Select
• アクション: リソース arn:*:cassandra:*:*:"*" での cassandra:Alter

Amazon Keyspaces でのサービスにリンクされたロールの作成
Amazon Keyspaces の自動スケーリングでは、サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要は
ありません。テーブルで Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有効にした場合AWS Management
Consoleとすると、AWS CLI、またはAWSAPI、Application Auto Scaling は、サービスにリンクされた
ロールを作成します。
このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウン
トにロールを再作成できます。テーブルの Amazon Keyspaces の自動スケーリングを有効にする
と、Application Auto Scaling により、サービスにリンクされたロールが再度作成されます。

Amazon Keyspaces でのサービスにリンクされたロールの編集
Amazon Keyspaces では、AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTableサービスにリンク
されたロール。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可
能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAMを使用したロールの説明の編集は
できます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照して
ください。

Amazon Keyspaces でのサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングま
たはメンテナンスされることがなくなります。ただし、サービスにリンクされたロールを手動で削除する
前に、まずすべてのリージョンのアカウントのすべてのテーブルで自動スケーリングを無効にしておく必
要があります。Amazon Keyspaces テーブルの自動スケーリングを無効にするには、「」を参照してくだ
さい。??? (p. 110)。

Note
リソースを変更しようとしているときに Amazon Keyspaces の自動スケーリングがロールを使用
している場合は、登録解除が失敗する可能性があります。失敗した場合は、数分待ってから操作
を再試行してください。
IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには
IAM コンソール、AWS CLI、またはAWS API を使用し
て、AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable サービスにリンクされたロールを削除し
ます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してくだ
さい。

Note
Amazon Keyspaces の自動スケーリングで使用されるサービスにリンクされたロールを削除す
るには、まずアカウントのすべてのテーブルで自動スケーリングを無効にしておく必要がありま
す。
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サポート対象AWS リージョンAmazon Keyspaces サービスにリ
ンクされたロール
Amazon Keyspaces の自動スケーリングおよびApplication Auto Scaling サービスにリンクされたロール
は、すべてで使用できます。AWS リージョンAmazon Keyspaces が利用可能な場所。詳細については、
「」を参照してください。Amazon Keyspaces のサービスエンドポイント。

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) での
ログ作成とモニタリング
モニタリングは、Amazon Keyspaces および AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを
維持する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグで
きるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。た
だし、Amazon Keyspaces のモニタリングを開始する前に、以下の質問に対する回答を反映したモニタリ
ング計画を作成する必要があります。
• どのような目的でモニタリングしますか?
• どのリソースをモニタリングしますか?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• どのモニタリングツールを利用しますか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?
概要を確認できるように、Amazon Keyspaces の AWS Management Console には、アカウント内のすべ
てのテーブルで集計されたレイテンシーとエラーを示す事前設定済みのダッシュボードがあります。次の
ステップとして、個々の Amazon Keyspaces CloudWatch リソースに対してダッシュボードを設定しま
す。まず、さまざまなタイミングとロード条件でパフォーマンスを測定することにより、お客様の環境に
おける Amazon Keyspaces の通常パフォーマンスのベースラインを確立します。Amazon Keyspaces のモ
ニタリングでは、過去のモニタリングデータを保存し、現在のパフォーマンスデータと比較することで、
パフォーマンスの通常パターンと異常パターンを特定し、問題に対処する方法を考案できます。
ベースラインを確立するには、少なくとも次の項目をモニタリングする必要があります。
• システムエラー。リクエストでエラーが発生したかどうかを判断できます。
トピック
• Amazon Keyspaces のモニタリングツール (p. 225)
• Amazon による Amazon Keyspaces のモニタリング CloudWatch (p. 226)
• での Amazon Keyspaces API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 239)

Amazon Keyspaces のモニタリングツール
AWS は、Amazon Keyspaces のモニタリングに使用できるさまざまなツールを提供します。これらの
ツールの一部はモニタリングを行うように設定できますが、一部のツールは手動による介入が必要です。
モニタリングタスクをできるだけ自動化することをお勧めします。
トピック
• Amazon Keyspaces の自動モニタリングツール (p. 226)
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• Amazon Keyspaces の手動モニタリングツール (p. 226)

Amazon Keyspaces の自動モニタリングツール
以下の自動モニタリングツールを使用すれば、Amazon Keyspaces を監視し、問題発生時に報告を行うこ
とができます。
• Amazon CloudWatch のアラーム — 単一のメトリクスを指定した期間監視し、特定のしきい値に対す
る複数の期間にわたるメトリクスの値に基づいて、1 つ以上のアクションを実行します。アクション
は、Amazon Simple Notiﬁcation Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto Scaling の
ポリシーに送信される通知です。
CloudWatch アラームは、特定の状態にあるという理由だけではアクションを呼び出しません。状
態が変わって、変わった状態が指定期間にわたって維持される必要があります。詳細については、
「Amazon による Amazon Keyspaces のモニタリング CloudWatch (p. 226)」を参照してください。

Amazon Keyspaces の手動モニタリングツール
Amazon Keyspaces のモニタリングでもう 1 つ重要な点は、 CloudWatch アラームの対象外の項目を手
動でモニタリングすることです。Amazon Keyspaces CloudWatchTrusted Advisor、、AWS Management
Consoleおよびその他のダッシュボードでは、 at-a-glance AWS環境の状態を確認できます。
• CloudWatch ホームページには、次の情報が表示されます。
• 現在のアラームとステータス
• アラームとリソースのグラフ
• サービスのヘルスステータス
さらに、 CloudWatch を使用して次のことが行えます。
• 重視するサービスをモニタリングするためのカスタマイズしたダッシュボードを作成します
• メトリクスデータをグラフ化して、問題のトラブルシューティングを行い、傾向を確認する
• AWS リソースのすべてのメトリクスを検索して、参照する
• 問題があることを通知するアラームを作成/編集する

Amazon による Amazon Keyspaces のモニタリング
CloudWatch
Amazon Keyspaces を使用して Amazon Keyspaces をモニタリングすることで CloudWatch、raw データ
を収集し、リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工することができます。これらの統計は 15
か月間保持されるため、履歴情報にアクセスし、ウェブアプリケーションまたはサービスの動作をより的
確に把握できます。
また、特定のしきい値を監視するアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したり
アクションを実行したりできます。詳細は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドをご覧ください。

Note
Amazon Keyspaces CloudWatch の共通のメトリクスを示す事前設定されたダッシュボードを
すぐに使用するには、から入手できるAWS CloudFormationテンプレートを使用しますhttps://
github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-cloudwatch-cloudformation-templates。
トピック
• Amazon Keyspaces のメトリクスの使用方法を教えてください。 (p. 227)
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• Amazon Keyspaces のメトリクスとディメンション (p. 228)
• Amazon Keyspaces CloudWatch をモニタリングするためのアラームの作成 (p. 239)

Amazon Keyspaces のメトリクスの使用方法を教えてください。
Amazon Keyspaces からレポートされるメトリクスには、さまざまな方法で分析できる情報が含まれてい
ます。以下のリストは、メトリクスの一般的な利用方法をいくつか示しています。ここで紹介するのは開
始するための提案事項です。すべてを網羅しているわけではありません。メトリクスと保持の詳細につい
ては、「Metrics」(メトリクス) を参照してください。
目的

関連するメトリクス

どうすればシステムエラーの発
生の有無を判断できますか。

SystemErrors をモニタリングすれば、サーバーエラーコードを発
生させたリクエストがあるかどうかを判断できます。通常、このメ
トリクスはゼロであるべきです。そうでない場合は、調査すること
をお勧めします。

読み取りの平均プロビジョンド
キャパシティと消費キャパシ
ティを比較する方法を教えてく
ださい。

読み取りの平均プロビジョンドキャパシティと消費キャパシティを
モニタリングするには
1.

ConsumedReadCapacityUnits と
ProvisionedReadCapacityUnits の [Period] (期間) をモニ
タリング間隔に設定します。

2.

ConsumedReadCapacityUnits の [Statistic] (統計) を
Average から Sum に変更します。
新しい空の [Math expression] (数式) を作成します。

3.
4.

新しい数式の [Details] (詳細) セクションで、の
Id を入力し、そのメトリクスを、そのメトリクス
を、そのメトリクスを、PERIOD 関数 (metric_id/
(PERIOD (metric_id/ (PERIOD (metric_id/ (PERIOD
(metric_id))))))ConsumedReadCapacityUnits CloudWatch

5.

ConsumedReadCapacityUnits の選択を解除します。

これで、読み取りの平均消費キャパシティをプロビジョンドキャパ
シティと比較できます。基本的な算術関数の詳細と時系列の作成方
法の詳細については、「Using metric math」(メトリクス Math の使
用) を参照してください。
書き込みの平均プロビジョンド
キャパシティと消費キャパシ
ティを比較する方法を教えてく
ださい。

書き込みのプロビジョンドキャパシティと消費キャパシティをモニ
タリングするには
1.

ConsumedWriteCapacityUnits と
ProvisionedWriteCapacityUnits の [Period] (期間) をモニ
タリング間隔に設定します。

2.

ConsumedWriteCapacityUnits の [Statistic] (統計) を
Average から Sum に変更します。
新しい空の [Math expression] (数式) を作成します。

3.
4.

新しい数式の [Details] (詳細) セクションで、の
Id を入力し、そのメトリクスを、そのメトリクス
を、そのメトリクスを、PERIOD 関数 (metric_id/
(PERIOD (metric_id/ (PERIOD (metric_id/ (PERIOD
(metric_id))))))ConsumedWriteCapacityUnits CloudWatch

5.

ConsumedWriteCapacityUnits の選択を解除します。
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目的

関連するメトリクス
これで、書き込みの平均消費キャパシティをプロビジョンドキャパ
シティと比較できます。基本的な算術関数の詳細と時系列の作成方
法の詳細については、「Using metric math」(メトリクス Math の使
用) を参照してください。

Amazon Keyspaces のメトリクスとディメンション
Amazon Keyspaces の操作時に、以下のメトリクスとディメンションが Amazon CloudWatch に送信さ
れます。メトリクス値はすべて、1 分ごとに集計されて報告されます。以下の手順を使用して、Amazon
Keyspaces のメトリクスを表示することができます。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには
メトリクスはまずサービスの名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内のさまざまなディメン
ションの組み合わせごとにグループ化されます。
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch でコンソールを開きます。
必要に応じて、リージョンを変更します。ナビゲーションバーで、AWS リソースがあるリージョンを
選択します。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

3.
4.

ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
[All metrics] (すべてのメトリクス) タブで、AWS/Cassandra. を選択します。

AWS CLI を使ってメトリクスを表示するには
•

コマンドプロンプトで、以下のコマンドを使用します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/Cassandra"

Amazon Keyspaces のメトリクスとディメンション
Amazon Keyspaces から Amazon CloudWatch に送信されるメトリクスとディメンションを以下に示しま
す。

Amazon Keyspaces のメトリクス
Amazon では 1 分間隔で Amazon Keyspaces CloudWatch メトリクスが集計されます。
Average や Sum など、すべての統計が必ずしも常にすべてのメトリクスに適用可能であるとは限りませ
ん。ただし、これらの値はすべて Amazon Keyspaces コンソール経由で利用できます。また、、、AWS
CLI、AWS SDK を使用することによっても利用できます。 CloudWatch 次の表は、各メトリクスに適用可
能な有効な統計のリストを示します。
メトリクス

説明

AccountMaxTableLevelReads

アカウントのテーブルで使用できる読み取りキャパシティユ
ニットの最大数。オンデマンドテーブルの場合、この制限
は、テーブルで使用できる最大の読み取りリクエストユニッ
トです。
単位: Count
有効な統計:
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• Maximum — アカウントのテーブルで使用できる読み取り
キャパシティユニットの最大数。

AccountMaxTableLevelWrites

アカウントのテーブルで使用できる書き込みキャパシティユ
ニットの最大数。オンデマンドテーブルの場合、この制限
は、テーブルで使用できる最大の書き込みリクエストユニッ
トです。
単位: Count
有効な統計:
• Maximum — アカウントのテーブルで使用できる書き込み
キャパシティユニットの最大数。

アカウントで利用されるプロビジョニング済み読み込み容量
AccountProvisionedReadCapacityUtilization
ユニットの割合。
単位: Percent
有効な統計:
• Maximum — アカウントで使用されるプロビジョニング済
み読み込み容量ユニットの最大割合。
• Minimum — アカウントで使用されるプロビジョニング済
み読み込み容量ユニットの最小割合。
• Average — アカウントで使用されるプロビジョニング済
み読み込み容量ユニットの平均割合。メトリクスは 5 分間
隔で発行されます。したがって、プロビジョニング済み読
み込み容量ユニットをすばやく調整すると、この統計には
実際の平均が反映されないことがあります。
アカウントで利用されるプロビジョニング済み書き込み容量
AccountProvisionedWriteCapacityUtilization
ユニットの割合。
単位: Percent
有効な統計:
• Maximum - アカウントで利用されるプロビジョニング済み
書き込み容量ユニットの最大割合。
• Minimum — アカウントで使用されるプロビジョニング済
み読み込み容量ユニットの最小割合。
• Average — アカウントで使用されるプロビジョニング済
み書き込み容量ユニットの平均割合。メトリクスは 5 分間
隔で発行されます。したがって、プロビジョニング済み書
き込み容量ユニットをすばやく調整すると、この統計には
実際の平均値が反映されないことがあります。
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BillableTableSizeInBytes

請求対象テーブルのサイズ (バイト単位)。これは、テーブル
内のすべての行のエンコードされたサイズの合計です。この
指標は、テーブルストレージのコストを経時的に追跡するの
に役立ちます。
単位: Bytes
ディメンション: Keyspace, TableName
有効な統計:
• Maximum— テーブルの最大ストレージサイズ。
• Minimum— テーブルの最小ストレージサイズ。
• Average— テーブルの平均ストレージサイズ。この指標
は、4 ～ 6 時間間隔で計算されます。

ConditionalCheckFailedRequests

失敗したライトウェイトトランザクション (LWT) 書
き込みリクエストの数。INSERT、UPDATE、および
DELETE オペレーションを使用すると、オペレーション
を続行する前に true と評価される必要がある論理条件
を指定できます。この条件が false として評価された場
合、ConditionalCheckFailedRequests は 1 ずつ増加さ
れます。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName
有効な統計:
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum
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ConsumedReadCapacityUnits

指定した期間に消費された読み取りキャパシティユニットの
数。詳細については、「Read/Write capacity mode」(読み取
り/書き込みキャパシティモード) を参照してください。

Note
1 秒あたりの平均スループット使用率を把握する
には、Sum 統計を使用して 1 分間の消費スルー
プットを計算します。次に、その計算値を 1 分
間の秒数 (60) で除算して、1 秒あたりの平均
ConsumedReadCapacityUnits を計算します (こ
の平均では、その間に発生した読み取りアクティビ
ティの大きく短いスパイクは強調されません)。読み
取りの平均消費キャパシティとプロビジョンドキャ
パシティの比較については、「the section called “メ
トリクスの使用” (p. 227)」を参照してください。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName
有効な統計:
• Minimum — テーブルへの個々のリクエストによって消費
される読み取りキャパシティユニットの最小数。
• Maximum — テーブルへの個々のリクエストによって消費
される読み取りキャパシティユニットの最大数。
• Average — 消費されたリクエストごとの平均読み込み容
量。

Note
Average 値は、サンプル値がゼロになる非活動期
間によって影響を受けます。
• Sum — 消費された読み込み容量ユニットの合計。これ
は、ConsumedReadCapacityUnits メトリクスの最も有
用な統計です。
• SampleCount — Amazon Keyspaces へのリクエストの数
(読み取りキャパシティが消費されなかった場合も含む)。

Note
SampleCount - 値は、サンプル値がゼロになる非
活動期間によって影響を受けます。
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ConsumedWriteCapacityUnits

指定した期間に消費された書き込みキャパシティユニットの
数。テーブルの書き込み消費キャパシティの合計を取得でき
ます。詳細については、「Read/Write capacity mode」(読み
取り/書き込みキャパシティモード) を参照してください。

Note
1 秒あたりの平均スループット使用率を把握する
には、Sum 統計を使用して 1 分間の消費スルー
プットを計算します。次に、その計算値を 1 分
間の秒数 (60) で除算して、1 秒あたりの平均
ConsumedWriteCapacityUnits を計算します (こ
の平均では、その間に発生した書き込みアクティビ
ティの大きく短いスパイクは強調されません)。書き
込みの平均消費キャパシティとプロビジョンドキャ
パシティの比較については、「the section called “メ
トリクスの使用” (p. 227)」を参照してください。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName
有効な統計:
• Minimum — テーブルへの個々のリクエストによって消費
される書き込みキャパシティユニットの最小数。
• Maximum — テーブルへの個々のリクエストによって消費
される書き込みキャパシティユニットの最大数。
• Average — 消費されたリクエストごとの平均書き込み容
量。

Note
Average 値は、サンプル値がゼロになる非活動期
間によって影響を受けます。
• Sum — 消費された書き込み容量ユニットの合計。これ
は、ConsumedWriteCapacityUnits メトリクスの最も
有用な統計です。
• SampleCount — Amazon Keyspaces へのリクエストの数
(書き込みキャパシティが消費されなかった場合も含む)。

Note
SampleCount - 値は、サンプル値がゼロになる非
活動期間によって影響を受けます。
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アカウントのプロビジョニングされた最高の読み取りテーブ
MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization
ルにより使用されている読み取りプロビジョンドキャパシ
ティの割合。
単位: Percent
有効な統計:
• Maximum-プロビジョニング済み読み込み容量ユニットのう
ち、アカウントの最も高いプロビジョニング済み読み込み
テーブルが使用している最大割合。
• Minimum— プロビジョニング済み読み込み容量ユニットの
うち、アカウントの最も高いプロビジョニング済み読み込
みテーブルが使用している最小割合。
• Average— プロビジョニング済み読み込み容量ユニットの
うち、アカウントの最も高いプロビジョニング済み読み込
みテーブルが使用している平均割合。メトリクスは 5 分間
隔で発行されます。したがって、プロビジョニング済み読
み込み容量ユニットをすばやく調整すると、この統計には
実際の平均が反映されないことがあります。
書き込みのプロビジョンドキャパシティのうち、アカウント
MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization
のプロビジョニングされた最高の書き込みテーブルにより使
用されている割合。
単位: Percent
有効な統計:
• Maximum – 書き込みのプロビジョンドキャパシティのう
ち、アカウントのプロビジョニングされた最高の書き込み
テーブルにより使用されている割合の最大値。
• Minimum – 書き込みのプロビジョンドキャパシティのう
ち、アカウントのプロビジョニングされた最高の書き込み
テーブルにより使用されている割合の最小値。
• Average – 書き込みのプロビジョンドキャパシティのう
ち、アカウントのプロビジョニングされた最高の書き込み
テーブルにより使用されている割合の平均値。メトリクス
は 5 分間隔で発行されます。したがって、プロビジョニン
グ済み書き込み容量ユニットをすばやく調整すると、この
統計には実際の平均値が反映されないことがあります。
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PerConnectionRequestRateExceeded接続ごとのリクエストレートのクォータを超える Amazon
Keyspaces へのリクエスト。Amazon Keyspaces への各ク
ライアント接続は、1 秒あたり最大 3000 の CQL リクエスト
に対応できます。クライアントで、複数の接続を作成してス
ループットを向上させることができます。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName, Operation
有効な統計:
• SampleCount
• Sum
ProvisionedReadCapacityUnits

テーブルの読み込みプロビジョンドキャパシティユニットの
数。
TableName ディメンションからテーブルの
ProvisionedReadCapacityUnits が返されます。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName
有効な統計:
• Minimum — プロビジョニング済み読み込み容量の最小設
定。ALTER TABLE を使用して読み込み容量を増やす場
合、このメトリクスは、この期間中のプロビジョニング済
み ReadCapacityUnits の最小値を示します。
• Maximum — プロビジョニング済み読み込み容量の最大設
定。ALTER TABLE を使用して読み込み容量を減らす場
合、このメトリクスは、この期間中のプロビジョニング済
み ReadCapacityUnits の最大値を示します。
• Average — プロビジョニング済み読み込み容量の平
均。ProvisionedReadCapacityUnits メトリクスは 5
分間隔で発行されます。したがって、プロビジョニング済
み読み込み容量ユニットをすばやく調整すると、この統計
には実際の平均が反映されないことがあります。
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ProvisionedWriteCapacityUnits

テーブルの書き込みプロビジョンドキャパシティユニットの
数。
TableName ディメンションからテーブルの
ProvisionedWriteCapacityUnits が返されます。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName
有効な統計:
• Minimum — プロビジョニング済み書き込み容量の最小設
定。ALTER TABLE を使用して書き込み容量を増やす場
合、このメトリクスは、この期間中のプロビジョニング済
み WriteCapacityUnits の最小値を示します。
• Maximum — プロビジョニング済み書き込み容量の最大設
定。ALTER TABLE を使用して書き込み容量を減らす場
合、このメトリクスは、この期間中のプロビジョニング済
み WriteCapacityUnits の最大値を示します。
• Average — プロビジョニング済み書き込み容量の平
均。ProvisionedWriteCapacityUnits メトリクスは 5
分間隔で発行されます。したがって、プロビジョニング済
み書き込み容量ユニットをすばやく調整すると、この統計
には実際の平均値が反映されないことがあります。

ReadThrottleEvents

テーブルの読み取りプロビジョンドキャパシティを超える
Amazon Keyspaces へのリクエスト。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName, Operation
有効な統計:
• SampleCount
• Sum
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ReturnedItemCount

指定期間中に複数行の SELECT クエリによって返された行数
複数行の SELECT クエリは、完全テーブルスキャンや範囲限
定クエリなどの完全修飾プライマリキーが含まれていないク
エリです。
返された行数は、評価された行数と必ずしも一致しません。
例えば、100 行のテーブルの ALLOW FILTERING を含む
SELECT * をリクエストし、15 行が返されるように結果を絞
り込む WHERE 句を指定した場合を考えてみましょう。この場
合、SELECT からのレスポンスには、100 の ScanCount と
返された 15 行の Count が含まれます。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName, Operation
有効な統計:
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

パーティションのスループットキャパシティを超える
StoragePartitionThroughputCapacityExceeded
Amazon Keyspaces ストレージパーティションへのリクエス
ト。Amazon Keyspaces ストレージパーティションは、最大
1000 WCU/秒、最大 3000 RCU/秒、RU/秒 これらの例外を軽
減するために、データモデルを確認して、読み取り/書き込み
トラフィックをより多くのパーティションに分散させること
をお勧めします。

Note
論理的な Amazon Keyspaces パーティションは、複
数のストレージパーティションにまたがることがで
き、そのサイズは事実上無制限です。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName, Operation
有効な統計:
• SampleCount
• Sum
SuccessfulRequestCount

指定した期間に処理された成功したリクエスト数です。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName, Operation
有効な統計:
• SampleCount
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SuccessfulRequestLatency

指定期間中の成功した Amazon Keyspaces へのリクエス
ト。SuccessfulRequestLatency は 2 種類の異なる情報
を提供できます。
• リクエストが成功するまでの経過時間
(Minimum、Maximum、Sum、または Average)。
• 成功したリクエストの数 (SampleCount)。
SuccessfulRequestLatency は、Amazon Keyspaces 内
のアクティビティのみが反映され、ネットワークレイテン
シーやクライアント側のアクティビティは考慮されません。
単位: Milliseconds
ディメンション: Keyspace, TableName, Operation
有効な統計:
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount

SystemErrors

指定期間中に ServerError を生成する Amazon Keyspaces
へのリクエスト。ServerError は通常、内部サービスエ
ラーを示します。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName, Operation
有効な統計:
• Sum
• SampleCount

TTLDeletes

有効期限 (TTL) を使用して行のデータを削除または更新する
ために消費されたユニット。各 TTLDelete には、1 行あた
り最大 1 KB のデータを削除または更新するのに十分なキャ
パシティがあります。例えば、2.5 KB のデータが保存されて
いる 1 行について、その行を更新する場合や、その行内の 1
つ以上の列を同時に削除する場合には、3 つの TTL 削除が必
要です。また、3.5 KB のデータが含まれている 1 行全体を削
除する場合は、4 つの TTL 削除が必要です。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName
有効な統計:
• Sum — ある期間に消費された TTLDelete の総数。
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UserErrors

指定期間中に InvalidRequest エラーを生成する Amazon
Keyspaces へのリクエスト。InvalidRequest は通常、無
効なパラメータの組み合わせ、存在しないテーブルへの更
新の試み、不正なリクエスト署名など、クライアント側のエ
ラーを示します。
UserErrors は、現在の AWS リージョン と現在の AWS ア
カウント に対する無効なリクエストの集計を表します。
単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName, Operation
有効な統計:
• Sum
• SampleCount
テーブルの書き込みプロビジョンドキャパシティを超える
Amazon Keyspaces へのリクエスト。

WriteThrottleEvents

単位: Count
ディメンション: Keyspace, TableName, Operation
有効な統計:
• SampleCount
• Sum

Amazon Keyspaces メトリクスのディメンション
Amazon Keyspaces のメトリクスは、アカウント、テーブル名、オペレーションなどの値別に分類され
ます。 CloudWatch コンソールを使用して、以下の表に示すいずれかのディメンションに従って Amazon
Keyspaces データを取得できます。
ディメンション

説明

Keyspace

このディメンションによりデータが特定のキースペースに制限され
ます。この値は、現在のリージョンおよび現在の AWS アカウント
の任意のキースペースになる場合があります。

Operation

このディメンションによりデータが Amazon Keyspaces CQL オペ
レーションの 1 つ (INSERT オペレーション、SELECT オペレーショ
ンなど) に制限されます。

TableName

このディメンションは、特定のテーブルにデータを制限します。こ
の値は、現在のリージョンおよび現在の AWS アカウント アの任意
のテーブル名になる場合があります。そのテーブル名がアカウント
内で一意でない場合は、Keyspace も指定する必要があります。
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Amazon Keyspaces CloudWatch をモニタリングするためのア
ラームの作成
Amazon Keyspaces 向けの Amazon CloudWatch のアラームを作成して、アラームの状態が変わったと
きに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) メッセージが送信されるようにすることができ
ます。指定した期間中、1 つのアラームが 1 つのメトリクスを監視します。このアラームは、複数の期間
にわたる一定のしきい値とメトリクスの値の関係性に基づき、1 つ以上のアクションを実行します。アク
ションは、Amazon SNS のトピックまたは Auto Scaling のポリシーに送信される通知です。
アラームは、持続した状態の変化に対してのみアクションを呼び出します。 CloudWatch アラームは、特
定の状態にあるという理由だけではアクションを呼び出しません。状態が変わって、変わった状態が指定
期間にわたって維持される必要があります。
CloudWatch アラーム作成の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon
CloudWatch アラームの使用」を参照してください。

での Amazon Keyspaces API コールのログ記録AWS
CloudTrail
AmazonKeyspaces はと統合されていますAWS CloudTrailは、ユーザーやロール、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。AWSAmazon Keyspaces でのサービス。CloudTrailは、Amazon
Keyspaces のデータ定義言語 (DDL) API 呼び出しをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた
呼び出しには、Amazon Keyspaces コンソールからの呼び出しと、Amazon Keyspaces API オペレーショ
ンへのコード呼び出しが含まれます。
証跡を作成すると、の継続的な配信が可能になります。CloudTrailAmazon Keyspaces のイベントなどの
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのイベント。
証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを表示できます。
によって収集された情報の使用CloudTrailでは、Amazon Keyspaces に対して行われたリクエスト、リク
エスト元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、に対してどの
ようなリクエストが行われたかを判断できます。
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。

Amazon Keyspaces 情報CloudTrail
CloudTrailは、に対して有効になっています。AWS アカウントアカウント作成時です。DDL アクティビ
ティが Amazon Keyspaces 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。次の表は、Amazon Keyspaces でログに記録される DDL ス
テートメントを示しています。データ操作言語 (DML) ステートメントはログインしていないことに注意し
てください。CloudTrail。
CloudTrail eventName

Statement

CQLアクション

AWSSDK アクション

CreateTable

DDL

CreateTable

CreateTable

CreateKeyspace

DDL

CreateKeyspace

CreateKeyspace

DropKeyspace

DDL

DropKeyspace

DeleteKeyspace

DropTable

DDL

DropTable

DeleteTable

AlterTable

DDL

AlterTable

UpdateTable,
TagResource,
UntagResource
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CloudTrail eventName

Statement

CQLアクション

AWSSDK アクション

いいえCloudTrailイベン
ト

DML

Select

GetKeyspace,
GetTable,
ListKeyspaces,
ListTables
ListTagsForResource

ログインした各アクションCloudTrailには、常に CQL クエリ言語で表現されるリクエストパラメータが含
まれます。
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 イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。
におけるイベントの継続的な記録については、AWS アカウントAmazon Keyspaces のイベントなど、証
跡を作成します。あるトレイル可能にするCloudTrailを使用して 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、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのAWSリージョンに適用
されます。追跡は、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、明記した
Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、より詳細な分析と CloudTrail ログで収集され
たデータに基づいた行動のためにその他の AWS サービスを設定できます。
詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの次のトピックを参照してください。
• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• CloudTrailログ ファイルを複数のリージョンから受け取る
• 複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。この ID 情報は以下
のことを確認するのに役立ちます。
• リクエストが、ルートと AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどちらを使用
して送信されたか
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

Amazon Keyspaces ログファイルエントリの理解
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するように設定できるもので
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。イベントはあらゆるソースか
らの単一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
タなどの情報が含まれます。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、以下を実行する例を示します。CloudTrail以下を実行するログエント
リCreateKeyspace,DropKeyspace,CreateTable, およびDropTableアクション:
{
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"Records": [
{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:alice",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/alice",
"accountId": "111122223333",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-01-15T18:47:56Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-01-15T18:53:04Z",
"eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
"eventName": "CreateKeyspace",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "52.95.24.72",
"userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
"requestParameters": {
"rawQuery": "\n\tCREATE KEYSPACE \"mykeyspace\"\n\tWITH\n\t\tREPLICATION =
{'class': 'SingleRegionStrategy'}\n\t\t",
"keyspaceName": "mykeyspace"
},
"responseElements": null,
"requestID": "bfa3e75d-bf4d-4fc0-be5e-89d15850eb41",
"eventID": "d25beae8-f611-4229-877a-921557a07bb9",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::Cassandra::Keyspace",
"ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-2:111122223333:/keyspace/mykeyspace/"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "3.4.4",
"recipientAccountId": "111122223333"
},
{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:alice",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/alice",
"accountId": "111122223333",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
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"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-01-15T18:47:56Z"
}

}
},
"eventTime": "2020-01-15T19:28:39Z",
"eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
"eventName": "DropKeyspace",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "52.95.24.73",
"userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
"requestParameters": {
"rawQuery": "DROP KEYSPACE \"mykeyspace\"",
"keyspaceName": "mykeyspace"
},
"responseElements": null,
"requestID": "66f3d86a-56ae-4c29-b46f-abcd489ed86b",
"eventID": "e5aebeac-e1dd-41e3-a515-84fe6aaabd7b",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::Cassandra::Keyspace",
"ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-2:111122223333:/keyspace/mykeyspace/"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "3.4.4",
"recipientAccountId": "111122223333"
},
{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:alice",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/alice",
"accountId": "111122223333",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-01-15T18:47:56Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-01-15T18:55:24Z",
"eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
"eventName": "CreateTable",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "52.95.24.72",
"userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
"requestParameters": {
"rawQuery": "\n\tCREATE TABLE \"mykeyspace\".\"mytable\"(\n\t\t\"ID\" int,\n\t\t
\"username\" text,\n\t\t\"email\" text,\n\t\t\"post_type\" text,\n\t\tPRIMARY KEY((\"ID\",
\"username\", \"email\")))",
"keyspaceName": "mykeyspace",
"tableName": "mytable"
},
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"responseElements": null,
"requestID": "5f845963-70ea-4988-8a7a-2e66d061aacb",
"eventID": "fe0dbd2b-7b34-4675-a30c-740f9d8d73f9",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::Cassandra::Table",
"ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-2:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/
mytable"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "3.4.4",
"recipientAccountId": "111122223333"
},
{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:alice",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/alice",
"accountId": "111122223333",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-01-15T18:47:56Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-01-15T19:27:59Z",
"eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
"eventName": "DropTable",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "52.95.24.66",
"userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
"requestParameters": {
"rawQuery": "DROP TABLE \"mykeyspace\".\"mytable\"",
"keyspaceName": "mykeyspace",
"tableName": "mytable"
},
"responseElements": null,
"requestID": "025501b0-3582-437e-9d18-8939e9ef262f",
"eventID": "1a5cbedc-4e38-4889-8475-3eab98de0ffd",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::Cassandra::Table",
"ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-2:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/
mytable"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "3.4.4",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
]
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Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のコ
ンプライアンス検証
第三者監査人が、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一部として Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) のセキュリティとコンプライアンスを評価します。具体的には次のとおりです。
• ISO/IEC 27001:2013、27017:2015、27018:2019、および ISO/IEC 9001:2015。詳細については、
「AWSISO and CSA STAR certifications and services」(ISO および CSA STAR に関するの認定および
サービス) を参照してください。
• System and Organization Controls (SOC)
• Payment Card Industry (PCI)
• Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)
• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。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 におけるダウンロードレポート」を参照してください。
AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。
• 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、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。
• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サー
ビスでの 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) – このホワイトペーパー
は、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説明しています。

Note
すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。
• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。
• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「ルールでのリソースの評価」 — AWS Config のサービスで
は、自社のプラクティス、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が包括的に示されてお
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の確認に役立ちます。
• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。
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Amazon Keyspaces の耐障害性と災害対策
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。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・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することなく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。
Amazon Keyspaces では、耐久性と高可用性を確保するために、同一 AWS リージョン 内の複数の AWS
アベイラビリティーゾーンにおいて、データが自動的に 3 回レプリケートされます。
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 global infrastructure」(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 Keyspaces 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
アップニーズに対応できるようにポイントインタイムリカバリ (PITR) を備えています。
PITR を使用すると、テーブルデータを継続的にバックアップできるため、Amazon Keyspaces テーブ
ルの偶発的な書き込みや削除などのオペレーションを防止できます。詳細については、「Point-in-Time
Recovery for Amazon Keyspaces」(Amazon Keyspaces のポイントインタイムリカバリ) を参照してくだ
さい。

Amazon Keyspaces のインフラストラクチャセキュ
リティ
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) はAWSで説明されているグローバルネットワーク手順
は、Amazon Web Services: セキュリティ手順の概要ホワイトペーパー。
AWS が公開している API コールを使用し、ネットワーク経由で Amazon Keyspaces 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 DiffieHellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポー
トされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポー
トされています。
Amazon Keyspaces では、2 つのクライアントリクエスト認証方法がサポートされています。1 つ目の方
法では、サービス固有の認証情報を使用します。これは、特定の AWS Identity and Access Management
(IAM) ユーザーに対して生成されたパスワードベースの認証情報です。パスワードの作成と管理に IAM
コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用できます。詳細については、「Using IAM with Amazon
Keyspaces」(Amazon Keyspaces での IAM の使用) を参照してください。
2 つ目の方法は、オープンソースの認証プラグインを使用します DataStax カサンドラ用の Java ドラ
イバー。このプラグインでは、IAM ユーザー、ロール、およびフェデレーテッドアイデンティティによ
り、AWS 署名バージョン 4 署名プロセス (SigV4) を使用して、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra
向け) API リクエストに認証情報を追加することができます。詳細については、「??? (p. 16)」を参照して
ください。
インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、Amazon VPC と Amazon Keyspaces 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することができます。インターフェイス VPC エンドポイ
ントは AWS PrivateLink を使用しています。これは、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、the section called “インターフェイス VPC エンドポイントの使用” (p. 246)を参照してく
ださい。
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インターフェイス VPC エンドポイントと Amazon
Keyspaces の使用
インターフェイス VPC エンドポイントは、Amazon VPC で実行されている仮想プライベートクラウド
(VPC) と Amazon Keyspaces 間のプライベート通信を可能にします。インターフェイス VPC エンドポイ
ントは AWS PrivateLink を備えています。これは VPC と AWS サービス間のプライベート通信を可能にす
る AWS サービスです。
AWS PrivateLinkでは、VPC 内のプライベート IP アドレスとともに elastic network interface を使用し
て、ネットワークトラフィックが Amazon ネットワークから離れないようにします。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 接続を必要としません。詳細については、次を参照してください。Amazon Virtual Private
Cloudそしてインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)。
トピック
• Amazon Keyspaces 用インターフェイス VPC エンドポイントの使用 (p. 246)
• インターフェイス VPC エンドポイント情報を含む system.peers テーブルエントリの入力 (p. 246)
• Amazon Keyspaces のインターフェイス VPC エンドポイントへのアクセスの制御 (p. 247)
• 可用性 (p. 249)
• VPC エンドポイントポリシーと Amazon Keyspaces point-in-timeリカバリ (PITR) (p. 249)
• 一般的なエラーおよび警告 (p. 250)

Amazon Keyspaces 用インターフェイス VPC エンドポイントの
使用
Amazon Keyspaces と Amazon VPC リソース間のトラフィックがインターフェイス VPC エンドポイント
を経由して流れるように、インターフェイス VPC エンドポイントを作成することができます。開始するに
は、インターフェイスエンドポイントの作成手順を実行します。次に、前のステップで作成したエンドポ
イントに関連付けられたセキュリティグループを編集し、ポート 9142 のインバウンドルールを設定しま
す。詳細については、「Adding, removing, and updating rules」(ルールの追加、削除、および更新) を参照
してください。

インターフェイス VPC エンドポイント情報を含む
system.peers テーブルエントリの入力
Apache Cassandra ドライバーにより、system.peers テーブルを使用してクラスターに関するノード情
報のクエリが行われます。Cassandra ドライバーでは、ノード情報を使用して接続のロードバランスと再
試行オペレーションが行われます。Amazon Keyspaces では、パブリックエンドポイント経由のクライア
ント接続のために、9 つのエントリが system.peers テーブルに自動で入力されます。
同様の機能を備えたインターフェイス VPC エンドポイントを経由するクライアント接続を実現するため
に、Amazon Keyspaces では、system.peersVPC エンドポイントが利用可能な各アベイラビリティー
ゾーンのエントリを含むアカウントのテーブル。Amazon Keyspaces では、使用可能な VPC エンドポイ
ントを探し出して system.peers テーブルに保存する場合、Amazon Keyspaces への接続に使用する
IAM エンティティ対して、エンドポイントとネットワークインターフェイスの情報について VPC をクエ
リするためのアクセス許可を付与する必要があります。

Important
system.peers テーブルに使用可能なインターフェイス VPC エンドポイントを入力すること
で、ロードバランシングが改善され、読み取り/書き込みスループットが向上します。全てのクラ
イアントがインターフェイス VPC エンドポイントを使用して Amazon Keyspaces にアクセスす
ることが推奨され、Apache Spark では必須です。

246

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
インターフェイス VPC エンドポイントの使用

Amazon Keyspaces への接続に使用する IAM エンティティに、必要なインターフェイス VPC エンドポイ
ント情報を検索するための許可を付与するには、既存の IAM ロールまたはユーザーポリシーを更新する
か、または、次の例に示すように新しい IAM ポリシーを作成します。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"ListVPCEndpoints",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcEndpoints"
],
"Resource":"*"
}
]

}

ポリシーが正しく設定されていることを確認するには、system.peersネットワーク情報を参照す
るには、テーブルを参照してください。system.peers テーブルが空である場合は、ポリシーが正
常に設定されなかったこと、または DescribeNetworkInterfaces と DescribeVPCEndpoints
API アクションのリクエストレートクォータを超過していることを示している可能性がありま
す。DescribeVPCEndpoints は Describe* カテゴリーになって不変アクションとみなされま
す。DescribeNetworkInterfaces はフィルター処理とページ分割が施されていない不変アクションの
サブセットになり、別のクォータが適用されます。詳細については、「Amazon EC2 API Reference」
(Amazon EC2 API リファレンス) の「Request token bucket sizes and refill rates」(リクエストトークンの
バケットサイズと補充レート) を参照してください。
空のテーブルが表示された場合は、数分待ってから、リクエストレートクォータ問題の除外を再試行して
ください。VPC エンドポイントが正しく設定されていることを確認するには、the section called “VPC エ
ンドポイント接続のエラー” (p. 87)。クエリによりテーブルから結果が返された場合は、ポリシーが正しく
設定されています。

Amazon Keyspaces のインターフェイス VPC エンドポイントへ
のアクセスの制御
VPC エンドポイントポリシーを使用すると、次の 2 つの方法でリソースへのアクセスを制御できます。
• IAM ポリシー – 特定の VPC エンドポイントを経由する Amazon Keyspaces へのアクセスを許可されて
いるリクエスト、ユーザー、またはグループを管理できます。これを実行するには、IAM ユーザー、グ
ループ、またはロールにアタッチされているポリシー内で条件キーを使用します。
• VPC ポリシー — ポリシーをアタッチすることで、Amazon Keyspaces リソースへのアクセス権が付与
されている VPC エンドポイントを制御できます。特定のキースペースまたはテーブルへのアクセスを制
限して、特定の VPC エンドポイントを通過するトラフィックのみを許可するには、リソースアクセスを
制限する既存のIAMポリシーを編集し、その VPC エンドポイントを追加します。

以下は、Amazon Keyspaces リソースにアクセスするためのエンドポイントポリシーです。
• IAM ポリシーの例: トラフィックが指定 VPC エンドポイントからのものでない限り特定の Amazon
Keyspaces テーブルへのすべてのアクセスを制限する-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、受信トラフィックが指定の VPC エンドポイント
から発信されない限り、指定の Amazon Keyspaces テーブルへのアクセスが制限されます。
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "UserOrRolePolicyToDenyAccess",
"Action": "cassandra:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/
table/mytable",
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
],
"Condition": { "StringNotEquals" : { "aws:sourceVpce": "vpce-abc123" } }
}
]
}

Note
特定のテーブルへのアクセスを制限するには、システムテーブルへのアクセスも含める必要が
あります。システムテーブルは読み取り専用です。
• 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、「Controlling access to Amazon VPC resources」(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、このポリシーがアタッチされている VPC
エンドポイントを経由する Amazon Keyspaces リソースへの読み取り専用アクセスに、アクションが制
限されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ReadOnly",
"Principal": "*",
"Action": [
"cassandra:Select"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

• VPC ポリシーの例: 特定の Amazon Keyspaces テーブルへのアクセスを制限する-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、このポリシーがアタッチされている VPC エ
ンドポイントを経由する特定の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": "RestrictAccessToTable",
"Principal": "*",
"Action": "cassandra:*",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/
table/mytable",
"arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
]
}
]
}
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Note
特定のテーブルへのアクセスを制限するには、システムテーブルへのアクセスも含める必要が
あります。システムテーブルは読み取り専用です。

可用性
Amazon Keyspaces では、このサービスが利用可能なすべての AWS リージョン におけるインターフェイ
ス VPC エンドポイントの使用がサポートされています。詳細については、「??? (p. 24)」を参照してくだ
さい。

VPC エンドポイントポリシーと Amazon Keyspaces point-intimeリカバリ (PITR)
IAM ポリシーを条件キーとともに使用して受信トラフィックを制限している場合は、テーブルの復元オ
ペレーションが失敗することがあります。例えば、aws:SourceVpce 条件キーを使用してソーストラ
フィックを特定のエンドポイントに制限している場合、テーブルの復元オペレーションは失敗します。
プリンシパルの代わりに Amazon Keyspaces によって復元オペレーションが実行されるようにするに
は、IAM ポリシーに aws:ViaAWSService 条件キーを追加する必要があります。AWS サービスでプリン
シパルの認証情報を使用してリクエストを実行すると、aws:ViaAWSService 条件キーによりアクセスが
許可されます。詳細については、次を参照してください。IAM JSON ポリシーの要素: 条件キー()IAM ユー
ザーガイド。以下のポリシーはこの例です。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"CassandraAccessForVPCE",
"Effect":"Allow",
"Action":"cassandra:*",
"Resource":"*",
"Condition":{
"Bool":{
"aws:ViaAWSService":"false"
},
"StringEquals":{
"aws:SourceVpce":[
"vpce-12345678901234567"
]
}
}
},
{
"Sid":"CassandraAccessForAwsService",
"Effect":"Allow",
"Action":"cassandra:*",
"Resource":"*",
"Condition":{
"Bool":{
"aws:ViaAWSService":"true"
}
}
}
]
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一般的なエラーおよび警告
Amazon Virtual Private Cloud を使用しており、Amazon Keyspaces に接続すると、次の警告が表示される
ことがあります。
Control node cassandra.us-east-1.amazonaws.com/1.111.111.111:9142 has an entry for itself
in system.peers: this entry will be ignored. This is likely due to a misconfiguration;
please verify your rpc_address configuration in cassandra.yaml on all nodes in your
cluster.

この警告が発生する理由はsystem.peersテーブルには、接続している Amazon VPC エンドポイントを
含め、Amazon Keyspaces が表示権限を持っているすべての Amazon VPC エンドポイントのエントリが
含まれています。この警告を無視しても問題ありません。
その他のエラーについては、the section called “VPC エンドポイント接続のエラー” (p. 87)。

Amazon Keyspaces の設定と脆弱性の分析
AWS は、ゲストオペレーティングシステム (OS) やデータベースへのパッチ適用、ファイアウォール設
定、災害対策などの基本的なセキュリティタスクを処理します。これらの手順は適切な第三者によって確
認され、証明されています。詳細については、以下のリソースを参照してください。
• 責任共有モデル、、
• アマゾン ウェブ サービス: セキュリティプロセスの概要 (ホワイトペーパー)

Amazon Keyspaces のセキュリティベストプラク
ティス
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) 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。
トピック
• Amazon Keyspaces の予防的セキュリティベストプラクティス (p. 250)
• Amazon Keyspaces の発見的セキュリティベストプラクティス (p. 252)

Amazon Keyspaces の予防的セキュリティベストプラ
クティス
セキュリティに関する以下のベストプラクティスは、Amazon Keyspaces でのセキュリティインシデント
の予測と予防に役立ちます。
保管データ暗号化を使用する
Amazon Keyspaces では、テーブルに保管されているすべてのユーザーデータに対して、AWS Key
Management Service (AWS KMS) に保存されている暗号化キーを使用して保管データ暗号化が行われ
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ます。この機能は、基になるストレージへの不正アクセスからデータを保護することによって、デー
タ保護の追加レイヤーを提供します。
Amazon Keyspaces のデフォルトでは、AWS 所有のキー を使用して、すべてのテーブルで暗号化が
行われます。このキーは、存在しなければ自動的に作成されます。サービスデフォルトキーは無効に
できません。
代わりに、カスタマーマネージドキーを保管データ暗号化に使用できます。詳細について
は、「Amazon Keyspaces Encryption at Rest」(Amazon Keyspaces の保管データ暗号化) を参照して
ください。
IAM ロールを使用して Amazon Keyspaces へのアクセスを認証する
ユーザー、アプリケーション、およびその他の AWS サービスが Amazon Keyspaces にアクセスする
には、有効な AWS 認証情報が AWS API リクエストに含まれている必要があります。アプリケーショ
ンまたは EC2 インスタンスに AWS 認証情報を直接保存しないでください。自動更新されない長期認
証情報条件のため、漏洩すると業務に深刻な悪影響が及ぶ可能性があります。IAM ロールでは、AWS
サービスおよびリソースにアクセスするために使用できる一時的なアクセスキーを有効にすることが
できます。
詳細については、「IAM ロール」を参照してください。
IAM ポリシーを使用して Amazon Keyspaces ベースの認可を行う
許可を付与する場合、許可を取得するユーザー、取得する許可の対象となる Amazon Keyspaces、
およびそれらのリソースに対して許可される特定のアクションを決定します。最小特権の実装は、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
す上での鍵となります。
IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) にアクセス権限ポリシーをアタッチ
し、Amazon Keyspaces リソースでオペレーションを実行する許可を付与します。
これを行うには、次を使用します。
• AWS 管理 (事前定義) ポリシー
• カスタマーマネージドポリシー
詳細に設定されたアクセスコントロールのための IAM ポリシー条件を使用する
Amazon Keyspaces でアクセス許可を付与するときは、アクセス権限ポリシーを有効にする方法を決
める条件を指定できます。最小特権の実装は、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鍵となります。
IAM ポリシーを使用して、アクセス許可を付与するときに条件を指定できます。例えば、次の操作を
実行できます。
• 特定のキースペースまたはテーブルに対する読み取り専用アクセスをユーザーに許可するために、
アクセス許可を付与します。
• ユーザーのアイデンティティに基づいて、特定のテーブルへのユーザー書き込みアクセスを許可す
るために、アクセス許可を付与します。
詳細については、「Identity-Based Policy Examples」(アイデンティティベースのポリシーの例) を参
照してください。
クライアント側の暗号化を考慮する
機密データや機密データを Amazon Keyspaces に保存する場合は、データを可能な限りオリジンの近
くで暗号化して、ライフサイクル全体にわたってデータを保護することを検討してください。伝送中
および保管時の機密データを暗号化することで、サードパーティーがお客様のプレーンテキストデー
タを使用することはできません。
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Amazon Keyspaces の発見的セキュリティベストプラ
クティス
セキュリティに関する以下のベストプラクティスは、潜在的なセキュリティ上の弱点とインシデントの検
出に役立つため、発見的とみなされています。
AWS CloudTrail を使用して AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS KMS キーの使用状況をモニ
タリングする
保管データ暗号化にカスタマーマネージド AWS KMS キー を使用している場合、このキーの使用状
況が AWS CloudTrail に記録されます。CloudTrail は、アカウントで実行されたアクションをレコー
ドすることで、ユーザーのアクティビティを可視化します。CloudTrail は、リクエストを行ったユー
ザー、使用されたサービス、実行されたアクション、アクションのパラメータ、AWS のサービス
から返されたレスポンス要素など、各アクションに関する重要な情報をレコードします。この情報
は、AWS リソースに加えられた変更を追跡し、オペレーション上の問題をトラブルシューティングす
るサポートになります。CloudTrail を使用すると、社内ポリシーや規制スタンダードへのコンプライ
アンスが容易になります。
CloudTrail を使用して、キーの使用状況を監査できます。CloudTrail は、アカウントの AWS API コー
ルおよび関連イベントの履歴を含むログファイルを作成します。これらのログファイルには、統合さ
れた AWS サービスを通じて行われたものに加えて、コンソール、AWS SDK、およびコマンドライ
ンツールを使用して行われたすべての AWS KMS API リクエストが含まれます。これらのログファ
イルを使って、AWS KMS キーが使用された日時、リクエストされたオペレーション、リクエスタの
ID、リクエスト元の IP アドレスなどについての情報を取得できます。詳細については、「Logging
AWS Key Management Service API Calls with AWS CloudTrail」(AWS CloudTrail を使用した AWS
Key Management Service API 呼び出しのログ記録) と「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照して
ください。
CloudTrail を使用して、Amazon Keyspaces データ定義言語 (DDL) オペレーションをモニタリングする
CloudTrail は、アカウントで実行されたアクションをレコードすることで、ユーザーのアクティビ
ティを可視化します。CloudTrail は、リクエストを行ったユーザー、使用されたサービス、実行され
たアクション、アクションのパラメータ、AWS のサービスから返されたレスポンス要素など、各アク
ションに関する重要な情報をレコードします。この情報は、AWS リソースに加えられた変更の追跡、
およびオペレーション問題のトラブルシューティングに役立ちます。CloudTrail を使用すると、社内
ポリシーや規制スタンダードへのコンプライアンスが容易になります。
Amazon Keyspaces DDL オペレーション (p. 259)はすべて CloudTrail のログに自動的に記録されま
す。DDL オペレーションでは、Amazon Keyspaces のキースペースとテーブルの作成と管理を行いま
す。
Amazon Keyspaces でアクティビティが発生すると、そのアクティビティはイベント履歴の他の
AWS サービスイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。詳細については、「Logging
Amazon Keyspaces operations by using AWS CloudTrail」 (AWS CloudTrail を使用した Amazon
Keyspaces オペレーションのログ記録) を参照してください。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、「AWS CloudTrail ユーザーガイ
ド」の「Viewing events with CloudTrail event history」(CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示)
を参照してください。
Amazon Keyspaces のイベントなど、AWS アカウント のイベントの継続記録のために証跡を作成
します。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成すると、証跡がすべての AWS
リージョン に適用されます。証跡では、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
がログに記録され、指定した S3 バケットにログファイルが配信されます。さらに、その他の AWS
サービスを設定して、CloudTrail ログで収集したデータをより詳細に分析し、それに基づく対応を行
うことができます。
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識別とオートメーションのために Amazon Keyspaces リソースにタグを付ける
AWS のリソースにメタデータをタグ付け形式で割り当てることができます。各タグは、カスタマー
定義のキーと値 (オプション) で構成されるシンプルなラベルです。タグを使用すると、リソースの管
理、検索、フィルターが容易になります。
タグ付けを行うと、グループ化されたコントロールを実装できます。タグには固有のタイプはありま
せんが、 用途、所有者、環境などの基準でリソースを分類できます。次に例をいくつか示します。
• アクセス — タグに基づいて Amazon Keyspaces リソースへのアクセスを制御するために使用され
ます。詳細については、「the section called “Amazon Keyspaces タグに基づいた認可” (p. 209)」
を参照してください。
• セキュリティ — データ保護設定などの要件を決定するために使用されます。
• 機密性 — リソースでサポートされるデータ機密性レベルの識別子。
• 環境 — 開発、テスト、本番稼働用インフラストラクチャを区別するために使用されます。
詳細については、「AWS tagging strategies」(AWS タグ付け戦略) と「Adding tags and labels to
resources」(リソースへのタグとラベルの追加) を参照してください。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) の CQL 言語リファ
レンス
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) エンドポイントに接続した後、Cassandra クエリ言語
(CQL) を使用してデータベースを操作します。CQL は多くの点で構造化クエリ言語 (SQL) に似ています。
トピック
• Amazon Keyspaces における Cassandra クエリ言語 (CQL) 要素 (p. 254)
• Amazon Keyspaces の DDL ステートメント (データ定義言語) (p. 259)
• Amazon Keyspaces の DML ステートメント (データ操作言語) (p. 266)
• Amazon Keyspaces の組み込み関数 (p. 270)

Amazon Keyspaces における Cassandra クエリ言
語 (CQL) 要素
識別子、定数、用語、データ型など、Amazon Keyspaces でサポートされている Cassandra クエリ言語
(CQL) 要素について説明します。
トピック
• ID (p. 254)
• 定数 (p. 254)
• 規約 (p. 255)
• データ型 (p. 255)
• Amazon Keyspaces データ型の JSON エンコード (p. 257)

ID
識別子 (または名前) は、テーブル、列、およびその他のオブジェクトの識別に使用されます。識別子は、
引用符で囲んだものも、囲んでいないものも有効です。以下が適用されます。
identifier
::=
unquoted_identifier ::=
quoted_identifier
::=

unquoted_identifier | quoted_identifier
re('[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*')
'"' (any character where " can appear if doubled)+ '"'

定数
以下の定数が定義されます。
constant ::=

string | integer | float | boolean | uuid | blob | NULL

254

Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
規約
string

::=

integer
float
boolean
uuid
hex
blob

::=
::=
::=
::=
::=
::=

'\'' (any character where ' can appear if doubled)+ '\''
'$$' (any character other than '$$') '$$'
re('-?[0-9]+')
re('-?[0-9]+(\.[0-9]*)?([eE][+-]?[0-9+])?') | NAN | INFINITY
TRUE | FALSE
hex{8}-hex{4}-hex{4}-hex{4}-hex{12}
re("[0-9a-fA-F]")
'0' ('x' | 'X') hex+

規約
用語は、サポートされている値の種類を表します。用語は以下により定義されます。
term
::=
type_hint | bind_marker
literal
::=
function_call
::=
arithmetic_operation ::=

constant | literal | function_call | arithmetic_operation |
collection_literal | tuple_literal
identifier '(' [ term (',' term)* ] ')'
'-' term | term ('+' | '-' | '*' | '/' | '%') term

データ型
Amazon Keyspaces では、次のデータ型がサポートされています。

文字列型
データ型

説明

ascii

ASCII 文字列を表します。

text

UTF-8 でエンコードされた文字列を表します。

varchar

UTF-8 でエンコードされた文字列を表します
(varchar は text のエイリアス)。

数値型
データ型

説明

bigint

64 ビットの符号付き長整数を表します。

counter

64 ビットの符号付き整数カウンタを表します。
詳細については、「the section called “カウン
ター” (p. 256)」を参照してください。

decimal

可変精度の 10 進数を表します。

double

64 ビット の IEEE 754 浮動小数点を表します。

float

32 ビット の IEEE 754 浮動小数点を表します。

int

32 ビットの符号付き整数を表します。

varint

任意精度の整数を表します。
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カウンター
counter 列に 64 ビットの符号付き整数が含まれます。カウンタ値は、the section called
“UPDATE” (p. 269) ステートメントを用いて増加または減少されます。直接設定することはできません。
これにより、カウントの追跡に役立つ counter 列が作成されます。例えば、カウンタを使用して、ログ
ファイル内のエントリ数や、ソーシャルネットワークで投稿が閲覧された回数を追跡することができま
す。counter 列には以下の制限があります。
• counter 型の列をテーブルの primary key の一部にすることはできません。
• counter 型の列が 1 つ以上含まれているテーブルでは、そのテーブルのすべての列は counter 型の列
でなければなりません。
カウンタの更新が失敗した場合 (タイムアウトや Amazon Keyspaces との接続の喪失など)、カウンタ値の
更新の有無がクライアントに認識されません。更新が再試行された場合、カウンタ値への更新が 2 回目に
適用されることがあります。

BLOB 型
データ型

説明

blob

任意のバイトを表します。

ブール型
データ型

説明

boolean

true または false を表します。

時間関連の型
データ型

説明

timestamp

タイムスタンプを表します。

timeuuid

バージョン 1 UUID を表します。

コレクション型
データ型

説明

list

順序が設定された一連のリテラル要素を表しま
す。

map

順序が設定されていない一連のキーバリューペア
を表します。

set

順序が設定された一連のリテラル要素 (1 つ以上)
を表します。

tuple

リテラル要素の有境グループを表します。
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その他の型
データ型

説明

inet

IPv4 形式または IPv6 形式の IP アドレスを表す文
字列。

Amazon Keyspaces データ型の JSON エンコード
Amazon Keyspaces の JSON データ型マッピングは Apache Cassandra のものと同じです。次の表で
は、INSERT JSON ステートメントで Amazon Keyspaces に許容されるデータ型と、Amazon Keyspaces
により SELECT JSON ステートメントともにデータが返される場合に使用されるデータ型について説明し
ます。
float、int、UUID、date などの単一フィールドデータ型の場合は、データを string として挿入する
こともできます。tuple、map、list などの複合的なデータ型とデータ収集については、JSON またはエ
ンコードされた JSON string としてデータを挿入することもできます。
JSON データ型

INSERT JSON ステー
トメントで許容された
データ型

SELECT JSON ステー
トメントで返却された
データ型

メモ

ascii

string

string

JSON 文字エスケープ
\u を使用します。

bigint

integer, string

integer

文字列は有効な 64 ビッ
ト整数でなければなり
ません。

blob

string

string

文字列の最初は 0x で、
すぐ後に偶数の 16 進数
が続きます。

boolean

boolean, string

boolean

文字列は true または
false のいずれかでな
ければなりません。

date

string

string

YYYY-MM-DD 形式、タ
イムゾーン UTC の日
付。

decimal

integer, float,
string

float

クライアント側のデ
コーダーで、32 ビッ
トまたは 64 ビットの
IEEE-754 浮動小数点精
度を超えることがあり
ます。

double

integer, float,
string

float

文字列は有効な整数ま
たは浮動小数点でなけ
ればなりません。

float

integer, float,
string

float

文字列は有効な整数ま
たは浮動小数点でなけ
ればなりません。
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JSON データ型

INSERT JSON ステー
トメントで許容された
データ型

SELECT JSON ステー
トメントで返却された
データ型

メモ

inet

string

string

IPv4 または IPv6 アドレ
ス。

int

integer, string

integer

文字列は有効な 32 ビッ
ト整数でなければなり
ません。

list

list, string

list

ネイティブ JSON リス
ト表現を使用します。

map

map, string

map

ネイティブ JSON マッ
プ表現を使用します。

smallint

integer, string

integer

文字列は有効な 16 ビッ
ト整数でなければなり
ません。

set

list, string

list

ネイティブ JSON リス
ト表現を使用します。

text

string

string

JSON 文字エスケープ
\u を使用します。

time

string

string

HH-MMSS[.fffffffff] 形式
の時刻。

timestamp

integer, string

string

タイムスタンプ。文
字列定数を使用する
とタイムスタンプを
日付として保存でき
ます。YYYY-MM-DD
HH:MM:SS.SSS 形式の
日付スタンプが返され
ます。

timeuuid

string

string

1 UUID 型。UUID
形式については
「constants (p. 254)」
を参照してください。

tinyint

integer, string

integer

文字列は有効な 8 ビッ
ト整数でなければなり
ません。

tuple

list, string

list

ネイティブ JSON リス
ト表現を使用します。

uuid

string

string

UUID 形式については
「constants (p. 254)」
を参照してください。

varchar

string

string

JSON 文字エスケープ
\u を使用します。
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JSON データ型

INSERT JSON ステー
トメントで許容された
データ型

SELECT JSON ステー
トメントで返却された
データ型

メモ

varint

integer, string

integer

可変長。クライアント
側のデコーダーで 32
ビットまたは 64 ビッ
トの整数をオーバーフ
ローする可能性があり
ます。

Amazon Keyspaces の DDL ステートメント (デー
タ定義言語)
データ定義言語 (DDL) は、キースペースやテーブルなどの Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)
のデータ構造を管理するために使用する一連の Cassandra クエリ言語 (CQL) ステートメントです。DDL
を使用して、これらのデータ構造の作成、作成後の変更、および、使用しなくなったときの削除を行いま
す。Amazon Keyspaces では DDL オペレーションが非同期的に実行されます。非同期操作が完了したこ
とを確認する方法の詳細については、「the section called “キースペースとテーブルの非同期的な作成およ
び削除” (p. 7)」を参照してください。
次の DDL ステートメントがサポートされています。
• CREATE KEYSPACE (p. 260)
• ALTER KEYSPACE (p. 260)
• DROP KEYSPACE (p. 261)
• [テーブルを作成] (p. 261)
• ALTER TABLE (p. 263)
• RESTORE TABLE (p. 265)
• ドロップテーブル (p. 266)
トピック
• Keyspaces (p. 259)
• テーブル (p. 261)

Keyspaces
キースペースは、1 つ以上のアプリケーションに関係している関連テーブルをグループ化するものです。
リレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) に関しては、キースペースが、データベース、テー
ブルスペース、または類似の構造とほぼ同じです。

Note
Apache Cassandra では、キースペースにより、複数のストレージノードにおけるデータのレ
プリケーション方法が決まります。ただし、Amazon Keyspaces はフルマネージドサービスで
あり、ストレージレイヤーの詳細情報がユーザーに代わって管理されます。このため、Amazon
Keyspaces の Keyspaces は論理構造のみであり、基礎となる物理ストレージとは関係ありませ
ん。
Amazon Keyspaces キースペースのクォータ制限と制約については、「クォータ (p. 272)」を参照して
ください。
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以下は、キースペースに使用できる唯一のレプリケーション戦略です。
SingleRegionStrategy — リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンにデータを複製します。

CREATE KEYSPACE
CREATE KEYSPACE ステートメントを使用して、新しいキースペースを作成します。
構文
create_keyspace_statement ::=
CREATE KEYSPACE [ IF NOT EXISTS ] keyspace_name
WITH options

Where:
• keyspace_name は作成するキースペースの名前です。
• options は以下のうちの 1 つ以上です。
• REPLICATION — キースペースのレプリケーション戦略を示すマップ (SingleRegionStrategy)
で、必要に応じて値を追加できます。(必須)
• DURABLE_WRITES — Amazon Keyspaces への書き込みは常に耐久性があるため、このオプションは
必要ありません。ただし、指定する場合は、値は true でなければなりません。
• TAGS – 作成時にリソースにアタッチされるキーバリューペアタグのリスト。
例
次のようなキースペースを作成します。
CREATE KEYSPACE "myGSGKeyspace"
WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'} and TAGS ={'key1':'val1',
'key2':'val2'} ;

ALTER KEYSPACE
ALTER KEYSPACE を使用して、キースペースでのタグの追加や削除を行います。
構文
alter_keyspace_statement ::=
ALTER KEYSPACE keyspace_name
[[ADD | DROP] TAGS

Where:
• keyspace_name は変更するキースペースの名前です。
• TAGS — キースペースで追加または削除されるキーバリューペアタグのリスト。
例
キースペースを次のように変更します。
ALTER KEYSPACE "myGSGKeyspace" ADD TAGS {'key1':'val1', 'key2':'val2'};
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DROP KEYSPACE
DROP KEYSPACE ステートメントを使用してキースペース(テーブルなどあらゆるコンテンツを含む)を削
除します。
構文
drop_keyspace_statement ::=
DROP KEYSPACE [ IF EXISTS ] keyspace_name

Where:
• keyspace_name は、削除 (ドロップ) されるキースペースの名前です。
例
DROP KEYSPACE "myGSGKeyspace";

テーブル
テーブルは Amazon Keyspaces の主要なデータ構造です。テーブル内のデータは行と列で編成されます。
これらの列のサブセットは、パーティションキーの指定によるパーティショニング (および最終的には
データ配置) を決定するために使用されます。
別の列セットをクラスタリング列に定義できます。つまり、クエリ実行に述語として盛り込めるというこ
とです。
デフォルトでは、新規のテーブルはオンデマンドのスループットキャパシティがある状態で作成されま
す。新規のテーブルと既存のテーブルのキャパシティモードは変更できます。読み込み/書き込みのキャパ
シティスループットモードの詳細については、「the section called “読み取り/書き込みキャパシティモー
ド” (p. 101)」を参照してください。
Amazon Keyspaces テーブルのクォータ制限と制約については、「クォータ (p. 272)」を参照してくだ
さい。

CREATE TABLE
CREATE TABLE ステートメントを使用して新しいテーブルを作成します。
構文
create_table_statement ::= CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name
'('
column_definition
( ',' column_definition )*
[ ',' PRIMARY KEY '(' primary_key ')' ]
')' [ WITH table_options ]
column_definition

::=

column_name cql_type [ STATIC ][ PRIMARY KEY]

primary_key

::=

partition_key [ ',' clustering_columns ]

partition_key

::=

column_name
| '(' column_name ( ',' column_name )* ')'

clustering_columns

::=

column_name ( ',' column_name )*
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table_options

::=

')' [ AND table_options ]

clustering_order

::=

[table_options]
| CLUSTERING ORDER BY '(' clustering_order
|
|
|
|

options
CUSTOM_PROPERTIES
WITH TAGS
WITH default_time_to_live

column_name (ASC | DESC) ( ',' column_name (ASC | DESC) )*

Where:
• table_name は作成するテーブルの名前です。
• column_definition は以下で構成されます。
• column_name – 列の名前。
• cql_type — Amazon Keyspaces スのデータ型 (「データ型 (p. 255)」を参照)。
• STATIC — この列を静的として指定します。静的列には、同じパーティション内のすべての行で共有
される値が保存されます。
• PRIMARY KEY — この列をテーブルのプライマリキーとして指定します。
• primary_key は以下で構成されます。
• partition_key
• clustering_columns
• partition_key:
• パーティションキーは、1 つの列である場合もあれば、2 つ以上の列で構成される複合値である場合
もあります。プライマリキーのパーティションキー部分は必須で、これによって Amazon Keyspaces
におけるデータの保存方法が決まります。
• clustering_columns:
• プライマリキーのオプションのクラスタリング列部分は、各パーティションにおけるデータのクラス
ター処理方法とソート方法を決定するものです。
• table_options は以下で構成されます。
• CLUSTERING ORDER BY — テーブルのデフォルトの CLUSTERING ORDER は、ASC (昇順) ソート
方向のクラスタリングキーで構成されます。デフォルトのソート動作をオーバーライドするには、こ
の値を指定します。
• CUSTOM_PROPERTIES — Amazon Keyspaces に固有の設定のマップ。
• capacity_mode: テーブルの読み取り/書き込みスループットキャパシティモードを指定します。
オプションは throughput_mode:PAY_PER_REQUEST と throughput_mode:PROVISIONED
です。プロビジョンドキャパシティモードには入力として read_capacity_units と
write_capacity_units が必要です。デフォルトは throughput_mode:PAY_PER_REQUEST で
す。
• encryption_specification: 保管データ暗号化の暗号化オプションを指定します。指定しない
場合、デフォルトの encryption_type:AWS_OWNED_KMS_KEY になります。暗号化オプション
のカスタマーマネージドキーには、入力として Amazon リソースネーム (ARN) 形式の AWS KMS
キーが必要です: kms_key_identifier:ARN: kms_key_identifier:ARN。
• point_in_time_recovery: point-in-time テーブルに対してリストアを有効にするか無効にするか
を指定します。オプションは status:enabled と status:disabled です。指定しない場合、デ
フォルトの status:disabled になります。
• ttl: テーブルの 有効期限 (TTL) カスタム設定を有効にします。有効にする場合
は、status:enabled を使用します。デフォルトは status:disabled です。ttl を有効にした
後、そのテーブルに対してそれを無効にすることはできません。
• TAGS – 作成時にリソースにアタッチされるキーバリューペアタグのリスト。
• default_time_to_live — テーブルのデフォルトの有効期限 (TTL) 設定 (秒)。
• clustering_order は以下で構成されます。
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• column_name – 列の名前。
• ASC | DESC — 昇順修飾子 (ASC) または降順修飾子 (DESC) を設定します。指定しない場合、デフォ
ルトの順序 ASC になります。
例
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "my_keyspace".my_table (
id text,
name text,
region text,
division text,
project text,
role text,
pay_scale int,
vacation_hrs float,
manager_id text,
PRIMARY KEY (id,division))
WITH CUSTOM_PROPERTIES={
'capacity_mode':{
'throughput_mode': 'PROVISIONED',
'read_capacity_units': 10, 'write_capacity_units': 20
},
'point_in_time_recovery':{'status':
'enabled'},
'encryption_specification':{
'encryption_type':
'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',
'kms_key_identifier':'arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111'
}
}
AND CLUSTERING ORDER BY (division ASC)
AND TAGS={'key1':'val1', 'key2':'val2'}
AND default_time_to_live = 3024000;

クラスタリング列を使用しているテーブルでは、テーブル定義で非クラスタリング列を静的として宣言で
きます。静的列の詳細については、「the section called “静的列” (p. 119)」を参照してください。
例
CREATE TABLE "my_keyspace".my_table (

id int,
name text,
region text,
division text,
project text STATIC,
PRIMARY KEY (id,division));

ALTER TABLE
ALTER TABLE ステートメントを使用して、新しい列の追加、タグの追加、テーブルのカスタムプロパ
ティの変更を行います。
構文
alter_table_statement ::=

ALTER TABLE table_name

[ ADD ( column_definition | column_definition_list)
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[[ADD | DROP] TAGS {'key1':'val1', 'key2':'val2'}]
[ WITH table_options [ , ... ] ] ;
column_definition

::=

column_name cql_type

Where:
• table_name は変更するテーブルの名前です。
• column_definition は追加する列の名前とデータ型です。
• column_definition_list は括弧内に配置された列のリストでカンマで区切られています。
• TAGS はリソースにアタッチされるキーバリューペアタグのリストです。
• default_time_to_live: テーブルのデフォルトの有効期限 (TTL) 設定 (秒)。
• table_options は以下で構成されます。
• CUSTOM_PROPERTIES — Amazon Keyspaces に固有の設定のマップ。
• capacity_mode: テーブルの読み取り/書き込みスループットキャパシティモードを指定します。
オプションは throughput_mode:PAY_PER_REQUEST と throughput_mode:PROVISIONED
です。プロビジョンドキャパシティモードには入力として read_capacity_units と
write_capacity_units が必要です。デフォルトは throughput_mode:PAY_PER_REQUEST で
す。
• encryption_specification: 保管データ暗号化の暗号化オプションを
指定します。オプションは encryption_type:AWS_OWNED_KMS_KEY と
encryption_type:CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY です。暗号化オプションのカスタマーマ
ネージドキーには、入力として Amazon リソースネーム (ARN) 形式の AWS KMS キーが必要です:
kms_key_identifier:ARN。
• point_in_time_recovery: point-in-time テーブルに対してリストアを有効にするか無効にす
るかを指定します。オプションは status:enabled と status:disabled です。デフォルトは
status:disabled です。
• ttl: テーブルの 有効期限 (TTL) カスタム設定を有効にします。有効にする場合
は、status:enabled を使用します。デフォルトは status:disabled です。ttl を有効にした
後、そのテーブルに対してそれを無効にすることはできません。

Note
ALTER TABLE では、1 つのカスタムプロパティしか変更できません。同一ステートメント内で
複数の ALTER TABLE コマンドを組み合わせることはできません。
例
次のステートメントは、既存のテーブルに列を追加する方法を示しています。
ALTER TABLE mykeyspace.mytable ADD (ID int);

テーブルのキャパシティモードを変更し、読み取りおよび書き込みのキャパシティユニットを指定するに
は、次のステートメントを使用します。
ALTER TABLE mykeyspace.mytable WITH CUSTOM_PROPERTIES={'capacity_mode':{'throughput_mode':
'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 10, 'write_capacity_units': 20}};

次のステートメントでは、テーブルのカスタマー管理 KMS キーが指定されます。
ALTER TABLE mykeyspace.mytable WITH CUSTOM_PROPERTIES={
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'encryption_specification':{
'encryption_type': 'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',
'kms_key_identifier':'arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111'
}
};

point-in-time テーブルのリストアを有効にするには、次のステートメントを使用できます。
ALTER TABLE mykeyspace.mytable WITH CUSTOM_PROPERTIES={'point_in_time_recovery': {'status':
'enabled'}};

テーブルのデフォルトの有効期限 (TTL) 値を秒単位で設定するには、次のステートメントを使用します。
ALTER TABLE my_table WITH default_time_to_live = 2592000;

このステートメントは、テーブルのカスタムの有効期限 (TTL) 設定を有効にします。
ALTER TABLE mytable WITH CUSTOM_PROPERTIES={'ttl':{'status': 'enabled'}};

RESTORE TABLE
RESTORE TABLE ステートメントを使用して、特定時点 (ポイントインタイム) にテーブルを復元 (リスト
ア) します。このステートメントでは、 point-in-time テーブルでリカバリを有効にする必要があります。
詳細については、「ポイントインタイムリカバリ (p. 158)」を参照してください。
構文
restore_table_statement ::=
RESTORE TABLE table_name FROM TABLE table_name
[ WITH table_options [ , ... ] ];

Where:
• restored_table_name は復元されたテーブルの名前です。
• source_table_name はソーステーブルの名前です。
• table_options は以下で構成されます。
• restore_timestamp は ISO 8601 形式の復元ポイントタイムです。これが指定されない場合は、現
在のタイムスタンプが使用されます。
• CUSTOM_PROPERTIES — Amazon Keyspaces に固有の設定のマップ。
• capacity_mode: テーブルの読み取り/書き込みスループットキャパシティモードを指定します。
オプションは throughput_mode:PAY_PER_REQUEST と throughput_mode:PROVISIONED
です。プロビジョンドキャパシティモードには入力として read_capacity_units と
write_capacity_units が必要です。デフォルトは、ソーステーブルの現在の設定です。
• encryption_specification: 保管データ暗号化の暗号化オプションを
指定します。オプションは encryption_type:AWS_OWNED_KMS_KEY と
encryption_type:CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY です。暗号化オプションのカスタマーマ
ネージドキーには、入力として Amazon リソースネーム (ARN) 形式の AWS KMS キーが必要です:
kms_key_identifier:ARN。カスタマーマネージドキーで暗号化されたテーブルを、AWS 所有
のキー で暗号化されたテーブルとして復元する場合、Amazon Keyspaces ではソーステーブルの
AWS KMS キーへのアクセス権が必要になります。
• point_in_time_recovery: point-in-time テーブルに対してリストアを有効にするか無効にするか
を指定します。オプションは status:enabled と status:disabled です。新しいテーブルを作
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成する場合とは異なり、復元されたテーブルのデフォルトのステータスは status:enabled にな
ります。これは設定がソーステーブルから継承されるためです。復元されたテーブルの PITR を無
効にするには、status:disabled を明示的に設定する必要があります。
• TAGS はリソースにアタッチされるキーバリューペアタグのリストです。

Note
削除されたテーブルは、削除時にのみ復元できます。
例
RESTORE TABLE mykeyspace.mytable_restored from table mykeyspace.my_table
WITH restore_timestamp = '2020-06-30T04:05:00+0000'
AND custom_properties = {'point_in_time_recovery':{'status':'disabled'}, 'capacity_mode':
{'throughput_mode': 'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 10, 'write_capacity_units': 20}}
AND TAGS={'key1':'val1', 'key2':'val2'};

DROP TABLE
キースペースからテーブルを削除するには DROP TABLE ステートメントを使用します。
構文
drop_table_statement ::=
DROP TABLE [ IF EXISTS ] table_name

Where:
• IF EXISTS により、テーブルが存在しない場合の DROP TABLE の失敗が阻止されます。(オプション)
• table_name は削除 (ドロップ) されるテーブルの名前です。
例
DROP TABLE "myGSGKeyspace".employees_tbl;

Amazon Keyspaces の DML ステートメント (デー
タ操作言語)
データ操作言語 (DML) は、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) テーブル内でのデータ管理に使
用する Cassandra クエリ言語 (DML) ステートメントです。DML ステートメントを使用して、テーブル内
のデータを追加、変更、または削除します。
また、DML ステートメントを使用して、テーブル内のデータをクエリすることもできます。(CQL は結合
とサブクエリに対応していないので注意が必要です。)
トピック
• SELECT (p. 267)
• INSERT (p. 268)
• UPDATE (p. 269)
• DELETE (p. 269)
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SELECT
SELECT ステートメントを使用してデータのクエリを行います。
構文
select_statement ::=

select_clause
selector

::=
::=

where_clause
relation

::=
::=

operator
ordering_clause

::=
::=

SELECT [ JSON ] ( select_clause | '*' )
FROM table_name
[ WHERE 'where_clause' ]
[ ORDER BY 'ordering_clause' ]
[ LIMIT (integer | bind_marker) ]
[ ALLOW FILTERING ]
selector [ AS identifier ] ( ',' selector [ AS identifier ] )
column_name
| term
| CAST '(' selector AS cql_type ')'
| function_name '(' [ selector ( ',' selector )* ] ')'
relation ( AND relation )*
column_name operator term
TOKEN
'=' | '<' | '>' | '<=' | '>=' | CONTAINS | CONTAINS KEY
column_name [ ASC | DESC ] ( ',' column_name [ ASC | DESC ] )*

例
SELECT name, id, manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl ;
SELECT JSON name, id, manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl ;

エンコードされた JSON データ型が Amazon Keyspaces のデータ型にマッピングされるテーブルにつ
いては、「」を参照してくださいthe section called “Amazon Keyspaces データ型の JSON エンコー
ド” (p. 257)。
結果の順序付け
ORDER BY 句は、返された結果のソート順序を指定するものです。列名のリストと各列のソート順序を引
数として受け取ります。順序句のクラスタリング列のみ指定できます。非クラスタリング列は許容されま
せん。ソート順序のオプションは、昇順の ASC と降順の DESC です。ソート順序を省略すると、クラスタ
リング列のデフォルトの順序が使用されます。可能なソート順序については、「the section called “結果の
順序付け” (p. 124)」を参照してください。
例
SELECT name, id, division, manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id =
'012-34-5678' ORDER BY division;

トークン
TOKENこの関数は、PARTITION KEYSELECTWHEREおよび句の列に適用できます。TOKENこの関数を使用
すると、Amazon KeyspacesPARTITION_KEY はの値ではなく、のマッピングされたトークン値に基づい
て行を返しますPARTITION KEY。
例
SELECT TOKEN(id) from my_table;
SELECT TOKEN(id) from my_table WHERE TOKEN(id) > 100 and TOKEN(id) < 10000;
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TTL ファンクション
TTLSELECTこの関数をステートメントとともに使用すると、列に保存されている有効期限を秒単位で取得
できます。TTL値が設定されていない場合、関数は戻りますnull。
例
SELECT TTL (my_column) from my_table;

Note
確立されたCassandraドライバーの動作との互換性を保つため、Cassandraドライバーと開発者
ツールを通じてCassandraクエリ言語（CQL）APIコールを使用してシステムテーブルを操作する
場合、タグベースの認証ポリシーは適用されません。詳細については、「the section called “ タグ
に基いた Amazon Keyspaces リソースアクセス” (p. 215)」を参照してください。

INSERT
INSERT ステートメントを使用してテーブルに行を追加します。
構文
insert_statement ::=
names_values
json_clause
names

::=
::=
::=

INSERT INTO table_name ( names_values | json_clause )
[ IF NOT EXISTS ]
names VALUES tuple_literal
JSON string [ DEFAULT ( NULL | UNSET ) ]
'(' column_name ( ',' column_name )* ')'

例
INSERT INTO "myGSGKeyspace".employees_tbl (id, name, project, region, division, role,
pay_scale, vacation_hrs, manager_id)
VALUES ('012-34-5678','Russ','NightFlight','US','Engineering','IC',3,12.5, '234-56-7890') ;

JSON サポート
エンコードされた JSON データ型が Amazon Keyspaces のデータ型にマッピングされるテーブルにつ
いては、「」を参照してくださいthe section called “Amazon Keyspaces データ型の JSON エンコー
ド” (p. 257)。
JSONキーワードを使用すれば、エンコードされたJSON-encoded マップを 1 行として挿入できます。テー
ブル内に存在しても、JSON insert ステートメントでは省略されている列については、DEFAULT UNSET
を使用して既存の値を保持します。DEFAULT NULL を使用して、省略された列の各行に NULL 値を書き込
み、既存の値をオーバーライドします (標準の書き込み料金が適用されます)。DEFAULT NULL はデフォル
トのオプションです。
例
INSERT INTO "myGSGKeyspace".employees_tbl JSON '{"id":"012-34-5678",
"name": "Russ",
"project": "NightFlight",
"region": "US",
"division": "Engineering",
"role": "IC",
"pay_scale": 3,
"vacation_hrs": 12.5,
"manager_id": "234-56-7890"}';
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JSON データに重複するキーが含まれている場合、Amazon Keyspaces ではキーの最後の値が保存されま
す (Apache Cassandra と同様)。次の例では、重複キーはでありid、234-56-7890値が使用されます。
例
INSERT INTO "myGSGKeyspace".employees_tbl JSON '{"id":"012-34-5678",
"name": "Russ",
"project": "NightFlight",
"region": "US",
"division": "Engineering",
"role": "IC",
"pay_scale": 3,
"vacation_hrs": 12.5,
"id": "234-56-7890"}';

UPDATE
UPDATE ステートメントを使用して、テーブル内の行を変更します。
構文
update_statement ::=

update_parameter ::=
assignment
::=
simple_selection ::=
condition

::=

UPDATE table_name
[ USING update_parameter ( AND update_parameter )* ]
SET assignment ( ',' assignment )*
WHERE where_clause
[ IF ( EXISTS | condition ( AND condition )*) ]
( integer | bind_marker )
simple_selection '=' term
| column_name '=' column_name ( '+' | '-' ) term
| column_name '=' list_literal '+' column_name
column_name
| column_name '[' term ']'
| column_name '.' `field_name
simple_selection operator term

例
UPDATE "myGSGKeyspace".employees_tbl SET pay_scale = 5 WHERE id = '567-89-0123' AND
division = 'Marketing' ;

counter を増やすには、次の構文を使用します。詳細については、「the section called “カウン
ター” (p. 256)」を参照してください。
UPDATE ActiveUsers SET counter = counter + 1
BE34-8733E5K09F14 AND action = 'click';

WHERE user = A70FE1C0-5408-4AE3-

DELETE
DELETE ステートメントを使用してテーブルから行を削除します。
構文
delete_statement ::=

DELETE [ simple_selection ( ',' simple_selection ) ]
FROM table_name
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WHERE where_clause
[ IF ( EXISTS | condition ( AND condition )*) ]
simple_selection ::=

condition

::=

column_name
| column_name '[' term ']'
| column_name '.' `field_name
simple_selection operator term

Where:
• table_name は削除する行が含まれているテーブルです。
例
DELETE manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id='789-01-2345' AND
division='Executive' ;

Amazon Keyspaces の組み込み関数
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) では、Cassandra クエリ言語 (CQL) ステートメントで使用
できるさまざまな組み込み関数がサポートされています。
トピック
• スカラー関数 (p. 270)

スカラー関数
スカラー関数は、1 つの値に対して計算を実行し、その結果を 1 つの値として返す関数です。Amazon
Keyspaces では以下のスカラー関数がサポートされています。
関数

説明

blobAsType

指定されたデータ型の値を返します。

cast

あるネイティブデータ型を別のネイティブデータ
型に変換します。

currentDate

現在の日時を日付として返します。

currentTime

現在の日時を時刻として返します。

currentTimestamp

現在の日時をタイムスタンプとして返します。

currentTimeUUID

現在の日時を timeuuid として返します。

fromJson

JSON 文字列を選択した列のデータ型に変換しま
す。

maxTimeuuid

timeuuidタイムスタンプまたは日付文字列として
可能な最大値を返します。

minTimeuuid

timeuuidタイムスタンプまたは日付文字列の最小
値を返します。
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関数

説明

now

新しい一意の timeuuid を返しま
す。INSERT、UPDATE、DELETEステートメン
ト、WHERESELECTおよびステートメントの句の一
部としてサポートされます。

toDate

timeuuid またはタイムスタンプのいずれかを日
付型に変換します。

toJson

選択した列の列値を JSON 形式で返します。

token

パーティションキーのハッシュ値を返します。

toTimestamp

timeuuid または日付のいずれかをタイムスタン
プに変換します。

TTL

カラムの有効期限を秒単位で返します。

typeAsBlob

blob指定されたデータ型をに変換します。

toUnixTimestamp

timeuuid またはタイムスタンプのいずれかを
bigInt に変換します。

uuid

ランダム型 4 4 UUUUUUUUUUUUU
INSERT、UPDATE、DELETEステートメン
ト、WHERESELECTおよびステートメントの句の一
部としてサポートされます。

dateOf

(非推奨) timeuuid のタイムスタンプを抽出し、
値を日付として返します。

unixTimestampOf

(非推奨) timeuuid のタイムスタンプを抽出し、
値を生の 64 ビット整数タイムスタンプとして返し
ます。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) のクォータ
このセクションでは、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の現在のクォータとデフォルト値に
ついて説明します。
トピック
• Amazon Keyspaces サービスクォータ (p. 272)
• スループットの増加または減少 (プロビジョニングされたテーブルの場合) (p. 274)
• Amazon Keyspaces の保管データ暗号化 (p. 274)

Amazon Keyspaces サービスクォータ
次のテーブルには、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のクォータとデフォルト値が含まれて
います。調整できるクォータに関する情報は、Service Quotas コンソールで入手できます。クォータの増
加をリクエストすることも可能です。クォータの詳細については「AWS Support」を参照してください。
Quota

説明

Amazon Keyspaces デフォルト

AWS リージョン 別の最大キース
ペース数

各リージョンにおけるこのサブ
スクライバーの最大キースペー
ス数。このデフォルト値は AWS
Service Quotas コンソールで調
整できます。

256

AWS リージョン 別の最大テーブ
ル数

各リージョンにおけるこのサブ
256
スクライバーの全キースペース
の最大テーブル数。このデフォ
ルト値は AWS Service Quotas コ
ンソールで調整できます。

最大テーブルスキーマサイズ

テーブルスキーマの最大サイ
ズ。

350 KB

最大同時 DDL オペレーション数

各リージョンにおいてこのサブ
スクライバーに対して許可され
る同時実行 DDL オペレーション
の最大数。

50

接続別の最大クエリ数

単一クライアント TCP 接続によ
り処理できる 1 秒あたりの最大
CQL クエリ数。

3000

最大行サイズ

静的列データを除く最大行サ
イズ。詳細については、「the
section called “行サイズの計
算” (p. 122)」を参照してくださ
い。

1 MB
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Quota

説明

Amazon Keyspaces デフォルト

論理パーティションあたりの最
大静的データ

論理パーティション内の静的
データの最大集計サイズ。詳細
については、「the section called
“各論理パーティションの静的列
サイズの計算” (p. 120)」を参照
してください。

1 MB

1 秒あたりの最大読み取りスルー
プット

各リージョンのテーブル 1 つに
割り当てられる 1 秒あたりの最
大読み取りスループット (読み
取りリクエストユニット (RRU)
または読み取りキャパシティユ
ニット (RCU))。このデフォルト
値は AWS Service Quotas コン
ソールで調整できます。

40,000

1 秒あたりの最大書き込みスルー
プット

各リージョンのテーブル 1 つに
割り当てられる 1 秒あたりの最
大書き込みスループット (書き
込みリクエストユニット (WRU)
または書き込みキャパシティユ
ニット (WCU))。このデフォルト
値は AWS Service Quotas コン
ソールで調整できます。

40,000

アカウントレベルの読み取りス
ループット (プロビジョニング済
み)

各リージョンのアカウントに割
り当てられる総読み取りキャパ
シティユニット (RCU) の最大
数。プロビジョニングされた読
み取り/書き込みキャパシティ
モードのテーブルにのみ適用さ
れます。このデフォルト値は
AWS Service Quotas コンソール
で調整できます。

80,000

アカウントレベルの書き込みス
ループット (プロビジョニング済
み)

各リージョンのアカウントに割
り当てられる総書き込みキャパ
シティユニット (WCU) の最大
数。プロビジョニングされた読
み取り/書き込みキャパシティ
モードのテーブルにのみ適用さ
れます。このデフォルト値は
AWS Service Quotas コンソール
で調整できます。

80,000

パーティションキーの最大サイ
ズ

複合パーティションキーの最大
サイズ。メタデータのパーティ
ションキーに含まれる各列の生
サイズに、最大 3 バイトのスト
レージが追加されます。

2048 バイト

クラスタリングキーの最大サイ
ズ

すべてのクラスタリング列を合
わせた最大サイズ。メタデータ
の各クラスタリング列の生サイ
ズに、最大 4 バイトのストレー
ジが追加されます。

850 バイト
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スループットの増加または減少 (プロ
ビジョニングされたテーブルの場合)

Quota

説明

Amazon Keyspaces デフォルト

ポイントインタイムリカバリ
(PITR) を使用した最大同時実行
テーブルリストア

サブスクライバー 1 名あたりの
PITR による最大同時テーブル復
元数は 4 です。このデフォルト
値は AWS Service Quotas コン
ソールで調整できます。

4

を使用してリストアされるデー
タの最大量 point-in-time リカバ
リ (PITR)

24 時間以内に PITR を使用し
て復元できるデータの最大サイ
ズ。このデフォルト値は AWS
Service Quotas コンソールで調
整できます。

5 TB

スループットの増加または減少 (プロビジョニング
されたテーブルの場合)
プロビジョニングされたスループットの増加
ALTER TABLE ステートメントのコンソールを使用して、必要な回数だけ ReadCapacityUnits または
WriteCapacityUnits を増やすことができます。新しい設定は、ALTER TABLE オペレーションが完了
するまでは有効になりません。
プロビジョンドキャパシティを追加する場合、アカウント別クォータを超えることはできません。テーブ
ルのプロビジョンドキャパシティは必要なだけ増やすことができます。アカウントごとのクォータの詳細
については、前述の「the section called “Amazon Keyspaces サービスクォータ” (p. 272)」セクションを
参照してください。

プロビジョニングされたスループットの減少
ALTER TABLE ステートメント内の各テーブルに対して ReadCapacityUnits または
WriteCapacityUnits (あるいは両方) を減らすことができます。新しい設定は、ALTER TABLE オペ
レーションが完了するまでは有効になりません。1 日に 4 回までいつでも減らすことができます。日付
は、協定世界時 (UTC) に従って定義されます。さらに、過去 1 時間に減少されていない場合はさらに減少
できます。1 日の減少の最大数は 27 になります (最初の 1 時間で 4 回、一日の残り時間で 1 時間ごとに 1
回)。

Amazon Keyspaces の保管データ暗号化
AWS 所有の AWS KMS キーとカスタマーマネージドキー AWS KMS の間で暗号化オプションを 24 時間
いつでも切り替えることができます。これはテーブルの作成時から可能になり、テーブル単位で最大 4 回
まで実行できます。また、過去 6 時間以内に変更がなかった場合は、追加で変更することができます。こ
れにより、1 日で変更できる最大の回数は 8 回になります (1 日の中で最初の 6 時間は 4 回、その後は 6
時間ごとに 1 回)。
AWS 所有の AWS KMS キーを使用するために暗号化キーを変更できます。この変更は必要な回数だけ実
行でき、過去のクォータを使い尽くしても実行できます。
クォータの拡大をリクエストしない限り、以下のクォータが適用されます。サービスクォータの増加をリ
クエストするには、https://aws.amazon.com/support を参照してください。
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Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 向け) のドキュメント履歴
次の表で、Amazon Keyspaces の直近のリリース以後にドキュメントに対して行われた重要な変更につい
て説明します。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできま
す。
• ドキュメントの最終更新日:2022 年 11 月 17 日

変更

説明

日付

Murmur3Partitionerがデフォ
ルトになりました。

2022 年 11 月 17 日
Murmur3Partitionerが
Amazon キースペースのデフォル
トパーティショナーになりまし
た。

Amazon Keyspaces はサ
ポートするようになりまし
たMurmur3Partitioner。

Murmur3Partitionerは
Amazon Keyspaces で利用でき
るようになりました。

空の文字列と BLOB 値の更新を
Support

Amazon Keyspaces では、空の
2022 年 10 月 19 日
文字列と BLOB 値がクラスタリ
ング列値である場合にサポートさ
れています。

Amazon Keyspaces が次の言語
で利用できるようになりました
AWS GovCloud (US)

Amazon KeyspacesAWS
GovCloud (US) Region はで利用
できるようになり、FedRAMP
Highコンプライアンスの対象
範囲に入っています。使用可
能なエンドポイントについて
は、「AWS GovCloud (US)
RegionFIPS エンドポイント」を
参照してください。

Amazon Keyspaces ステーブル
ストレージのコストを Amazon
でモニタリングする CloudWatch

Amazon Keyspaces で
2022 年 6 月 14 日
は、BillableTableSizeInBytes
CloudWatch メトリックスを使用
してテーブルストレージコストを
経時的に監視および追跡できるよ
うになりました。

Amazon Keyspaces は Terraform
をサポートするようになりまし
た

Terraform を使用して、Amazon
2022 年 6 月 9 日
Keyspaces でデータ定義言語
(DDL) オペレーションを実行でき
ます。

Amazon Keyspacestoken 機能
のサポート

Amazon Keyspaces で
2022 年 4 月 19 日
は、tokenこの関数を使用してア
プリケーションクエリを最適化で
きるようになりました。
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アマゾンKeyspaces と Apache
Spark の統合

Amazon Keyspaces では、オー
2022 年 4 月 19 日
プンソースの Spark カサン
ドラコネクタを使用すること
で、Apache Spark でのデータの
読み取りと書き込みがより簡単に
なりました。

Amazon Keyspaces API リファ
レンス

Amazon Keyspaces は、AWS
2022 年 3 月 2 日
SDK およびを使用してキース
ペースとテーブルを管理するコン
トロールプレーン操作をサポート
していますAWS CLI。API リファ
レンスガイドでは、サポートさ
れているコントロールプレーンの
操作について詳しく説明していま
す。

Amazon Keyspaces を使用する
際の一般的な設定問題に対する
トラブルシューティング方法。

Amazon Keyspaces の使用時に
2021 年 11 月 22 日
発生する可能性のある一般的な設
定問題を解決する方法が説明され
ています。

Amazon Keyspaces による有効
期限 (TTL) のサポート。

Amazon Keyspaces の有効期限
2021 年 10 月 18 日
(TTL) を使用すると、テーブルの
データを自動的に期限切れにし
て、アプリケーションロジックを
簡素化し、ストレージの料金を最
適化できます。

DSBulk を使用した Amazon
Keyspaces へのデータ移行。

DataStax Bulk Loader (DSBulk)
を使用して Apache Cassandra
から Amazon Keyspacestep-bystep にデータを移行するための
チュートリアル。

Amazon Keyspaces で
は、system.peers テーブルの
VPC エンドポイントエントリが
サポートされています。

Amazon Keyspaces では、ロー
2021 年 7 月 29 日
ドバランシングを改善し、読み取
り/書き込みスループットを向上
させるために、system.peers
テーブルに、使用可能なインター
フェイス VPC エンドポイント情
報を入力できます。

カスタマーマネージド AWS
KMS キーのサポートのための
IAM 管理ポリシーの更新。

AWS KMS に保存されている利
2021 年 6 月 1 日
用可能なカスタマーマネージド
AWS KMS キーを一覧表示および
表示するための許可が、Amazon
Keyspaces の IAM 管理ポリシー
に含まれるようになりました。

Amazon Keyspaces によるカ
スタマーマネージド AWS KMS
キーのサポート。

Amazon Keyspaces では、保管
2021 年 6 月 1 日
データ暗号化用として AWS KMS
に保存されているカスタマーマ
ネージド AWS KMS キーを制御
できます。
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Amazon Keyspaces による
JSON 構文のサポート

Amazon Keyspaces で
2021 年 1 月 21 日
は、INSERT と SELECT のオペ
レーションに関して JSON 構文
がサポートされることで、JSON
ドキュメントの読み取りと書き込
みがより簡単になります。

Amazon Keyspaces による静的
列のサポート

Amazon Keyspaces では、静的
2020 年 11 月 9 日
列を使用することで、複数の行の
間で共通データの更新と保存を効
率的に実行できるようになりまし
た。

Amazon Keyspaces による
NoSQL Workbench は、Amazon
NoSQL Workbench のサポートの Keyspaces の非リレーショナル
GA リリース
データモデルの設計と可視化を
より簡単にするクライアント側
アプリケーションです。NoSQL
Workbench クライアント
は、Windows、macOS、Linux
で使用できます。

2020 年 10 月 28 日

Amazon Keyspaces による
NoSQL Workbench は、Amazon
NoSQL Workbench のサポートの Keyspaces の非リレーショナル
プレビューリリース
データモデルの設計と可視化を
より簡単にするクライアント側
アプリケーションです。NoSQL
Workbench クライアント
は、Windows、macOS、Linux
で使用できます。

2020 年 10 月 5 日

Amazon Keyspaces へのプログ
ラムによるアクセスのための新
たなコード例

Amazon Keyspaces へのプロ
2020 年 7 月 17 日
グラムによるアクセスのための
コード例を引き続き追加していま
す。Apache Cassandra バージョ
ン 3.11.2 がサポートされている
Java、Python、Go、C#、および
Perl Cassandra ドライバーで、
サンプルを利用できるようになり
ました。

Amazon Keyspaces point-in-time
リカバリ (PITR)

Amazon Keyspaces では point-in- 2020 年 7 月 9 日
time 、テーブルデータを継続的
にバックアップできるため、テー
ブルデータの継続的なバックアッ
プが可能になり、テーブル偶的な
的な的な的な的な的な的な的な的
な的な的な的な的な的な的な的な
的な的な的な的な的な的な的な的
な的な的な的な的な的な的な的な
的な的な的な的な的な的な的な的
な的な的な的な的な的な
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Amazon Keyspaces の一般向け
販売

以前はプレビュー時に Amazon
2020 年 4 月 23 日
Managed Apache Cassandra
Service (MCS) と呼ばれて
いた Amazon Keyspaces で
は、Cassandra クエリ言語
(CQL) コード、Apache 2.0 ラ
イセンスの Cassandra ドライ
バー、現在すでに使用している
デベロッパーツールを使用できま
す。

Amazon Keyspaces オートス
ケーリング

Amazon Keyspaces (Apache
2020 年 4 月 23 日
Cassandra 向け) をアプリケー
ションオートスケーリングと統
合することで、スループットキャ
パシティの自動調整が可能にな
り、実際のアプリケーショント
ラフィックに対応する可変ワー
クロードのスループットキャパシ
ティを効率的にプロビジョニング
することができます。

Amazon Keyspaces のインター
フェイス仮想プライベートクラ
ウド (VPC) エンドポイント

Amazon Keyspaces は、ネット
ワークトラフィックが Amazon
ネットワークから離れないよう
に、サービスとVPC 間のプライ
ベート通信を提供します。

タグベースのアクセスポリシー

IAM ポリシーでリソースタグを
2020 年 4 月 8 日
使用して Amazon Keyspaces へ
のアクセスを管理できるようにな
りました。

カウンターデータ型

Amazon Keyspaces では、カウ
2020 年 4 月 7 日
ンターを使用して、列の値の増減
を調整できるようになりました。

リソースのタグ付け

Amazon Keyspaces では、タグ
2020 年 3 月 31 日
を使用してリソースのラベル付け
と分類が可能になりました。

2020 年 4 月 16 日

AWS CloudFormation のサポート Amazon Keyspaces では、AWS 2020 年 3 月 25 日
CloudFormation の使用によりリ
ソースの作成と管理を自動化でき
るようになりました。
IAM ロール/ポリシーおよび
SigV4 認証のサポート

AWS Identity and Access
2020 年 3 月 17 日
Management(IAM) を使用した
アクセス許可の管理と Amazon
Keyspaces のセキュリティポリ
シーの実装、および、 DataStax
Java Driver for Cassandra の認証
プラグインを使用した Amazon
Keyspaces (IAM ロールとフェデ
レーションを使用) へのプログラ
ムアクセスに関する情報が追加
されましたアイデンティティを使
用。
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読み取り/書き込みキャパシティ
モード

Amazon Keyspaces で 2 つの読
2020 年 2 月 20 日
み取り/書き込みスループット
キャパシティモードがサポート
されるようになりました。読み取
り/書き込みキャパシティモード
で、読み取りと書き込みのスルー
プットの料金体系とテーブルス
ループットキャパシティの管理方
法を制御します。

初回リリース

このドキュメントでは、Amazon
Keyspaces (Apache Cassandra
向け) の初回リリースについて説
明します。
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