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使用方法

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)

1

http://cassandra.apache.org/
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/programmatic.endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/programmatic.endpoints.html
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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。

2
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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. 128)」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. 232)」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。

[Storage] (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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Amazon Keyspaces へのアクセス

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保存されます。データが保存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。

主キー

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、データが保存されるク

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保存され、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、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。

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 ' +  tbl)
for row in rows: 
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ユースケース

    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.us-
east-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、 single-digit-millisecond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. 125) 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. 128)」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. 299)」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、耐久性、 
single-digit-millisecond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. 10)
• 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)
• 接続 (p. 7)
• INキーワード (p. 8)
• CQL クエリのスループットチューニング (p. 8)
• 軽量トランザクション (p. 8)
• 負荷分散 (p. 8)
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Apache Cassandra の API、オ
ペレーション、およびデータ型

• ページ分割 (p. 8)
• パーティショナー (p. 9)
• プリペアドステートメント (p. 9)
• 範囲削除 (p. 9)
• システムテーブル (p. 9)
• タイムスタンプ (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. 10)」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. 145)」と「the section called “テーブルの作成” (p. 146)」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. 304)」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。

接続
既存の Cassandra ドライバーを使用して Amazon Keyspaces と通信できますが、ドライバーを異なる
方法で設定する必要があります。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
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INキーワード

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、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。ベス
トプラクティスとして、オーバーヘッドを考慮して配信を改善するために、接続ごとに毎秒500 CQLクエ
リを使用するようにドライバーを構成することをお勧めします。このシナリオでは、1秒あたり18,000の
CQLクエリを計画するには、36の接続が必要です。9 つのエンドポイントで 4 つの接続を使用するように
ドライバーを設定すると、36 の接続で 1 秒あたり 500 のリクエストを実行できます。VPC エンドポイン
トに接続する場合、使用可能なエンドポイントの数が少なくなる可能性があります。つまり、ドライバー
設定の接続数を増やす必要があります。

INキーワード
Amazon KeyspacesINSELECT はステートメント内のキーワードをサポートします。 INUPDATEはおよび
ではサポートされていませんDELETE。INSELECTステートメントでキーワードを使用すると、クエリの結
果は、ステートメントでキーが提示されている順序で返されます。SELECTカサンドラでは、結果は辞書順
に並べられます。を使用する場合 ORDER BY、ページ分割を無効にした状態での完全な並べ替えはサポー
トされず、結果はページ内で順序付けされます。INこのキーワードではスライスクエリはサポートされて
いません。 TOKENSINキーワードではサポートされていません。

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。

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 を参照してください。これらの機能
はUPDATE、Apache Cassandra では軽量トランザクション (LWT、lightweight transactions) という名称
です。INSERTAmazon 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 

8



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

パーティショナー

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. 152)」を参照してください。

パーティショナー
Amazon Keyspaces のデフォルトのパーティショナーは CassandraMurmur3Partitioner 互換です。さ
らに、Amazon Keyspaces と CassandraDefaultPartitioner 互換のどちら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
ドすることなく、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)、クライアントは次に接続したときに新しいパーティショナー設定が自動的に表示されま
す。詳細については、「the section called “パーティショナーを使用する” (p. 152)」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。

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. 251)」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. 262)。

Amazon VPC エンドポイントを使用して Amazon (p. 291) Keyspaces にアクセスすると、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 system.peersドライバーがテーブル内の制御ノード自体に関
する警告メッセージを発する場合があります (p. 295)。この警告を無視しても問題ありません。

タイムスタンプ
Amazon Keyspaces では、Apache Cassandra のデフォルトのタイムスタンプと互換性のあるセルレベル
のタイムスタンプがオプトイン機能です。
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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

USING TIMESTAMPWRITETIME句と関数は、テーブルに対してクライアント側のタイムスタンプがオンに
なっている場合にのみ使用できます。Amazon Keyspaces のクライアント側タイムスタンプの詳細につい
ては、を参照してくださいクライアントのタイムスタンプ (p. 218)。

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. 10)
• Cassandra コントロールプレーン API サポート (p. 11)
• Cassandra データプレーン API サポート (p. 12)
• Cassandra 関数のサポート (p. 12)
• 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

ALTER TABLE はい

DROP TABLE はい

CREATE INDEX いいえ

DROP INDEX いいえ

UNLOGGED BATCH はい

LOGGED BATCH いいえ

SELECT はい

INSERT はい

DELETE はい
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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

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。

機能 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

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
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Cassandra データプレーン API サポート

Cassandra データプレーン API サポート
機能 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. 316)。

関数 サポート対象

Aggregate 関数 いいえ

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

User defined functions (UDF) いいえ

Uuid はい

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
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サポートされている Cassandra の整合性レベル

データ型 サポート対象

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

user-defined types (UDT) いいえ

uuid はい

varchar はい

varint はい

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. 14)
• サポートされていない整合性レベル (p. 14)

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
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読み取りの整合性レベル

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 プロビジョン済み オンデマンド

ONE 0.5 RCU 0.5 RRU

LOCAL_ONE 0.5 RCU 0.5 RRU

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。

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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AWS へのサインアップ

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 Amazon 
Keyspaces にアクセスするか、コンソールを実行するか、Apache 2.0 ライセンス取得済み Cassandra ド
ライバーを使用します。cqlshAmazon 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 アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS 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. 258) を参照
してください。

Note

VPC エンドポイントから Amazon Keyspaces に接続する場合は、追加のポリシーが必要で
す。詳細については、the section called “インターフェイス VPC エンドポイント情報を含む
system.peers テーブルエントリの入力” (p. 291)を参照してください。
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コンソールの使用

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。

{ 
   "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)

Note

VPC エンドポイントから Amazon Keyspaces に接続する場合は、追加のポリシーが必要で
す。詳細については、「the section called “インターフェイス VPC エンドポイント情報を含む
system.peers テーブルエントリの入力” (p. 291)」を参照してください。

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. 57)」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。IAM 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
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認証情報の作成

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)。Amazon Keyspaces step-by-step に接続する方法を示したチュートリアルについては、
「」を参照してくださいthe section called “チュートリアル:VPC エンドポイントとの接続” (p. 69)。

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。

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)
• cqlsh を使用した Amazon Keyspaces への接続 (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 Version 4 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。
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トピック
• サービス固有の認証情報を生成する (p. 18)
• Amazon KeyspacesAWS の認証情報を作成して設定する方法 (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
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 \ 
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    --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", 
        "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。

Amazon KeyspacesAWS の認証情報を作成して設定する方法
、AWS SDK、または Cassandra クライアントドライバーと SigV4 プラグインを使用してプログラムに
より Amazon Keyspaces にアクセスするには、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。AWS CLI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、bPxRfi wJalrXUtenFEMI/
K7MDENG/CYEXAMPLEKEY) で構成されます。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
• 、AWS SDKAWS CLI、または Cassandra クライアントドライバーの Amazon Keyspaces SigV4 プラ

グインに必要な認証情報 (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. 22)
• 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)

、AWS SDKAWS CLI、または Cassandra クライアントドライバーの Amazon 
Keyspaces SigV4 プラグインに必要な認証情報

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。
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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。

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。

、AWS SDK または SigV4 プラグインを使用してプログラムにより Amazon Keyspaces にアクセスするた
めの認証情報を取得するには、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。AWS CLI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. 、、Windows 用ツールAWS Management ConsoleAWS CLI PowerShell、またはAWS API オペレー
ションを使用してユーザを作成します。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. 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。

2. 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。
3. 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。例え
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. [アクセスキー]-[プログラムアクセス] を選択して、新しいユーザーのアクセスキーを作成します。
[Final] ページに到達すると、アクセスキーを表示またはダウンロードできます。

[Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。
5. 「権限の設定」ページで、「既存のポリシーを直接添付」を選択し、新しいユーザーに権限を割り当

てます。
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このオプションは、アカウント内のAWS管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーを一覧表示しま
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 で利用できる管理ポリシー
は、AmazonKeyspacesFullAccessAmazonKeyspacesReadOnlyAccessとです。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. 263)」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
しいユーザーのポリシーを選択します。注: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、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 ポリシーの詳細と Amazon Keyspaces のサンプルポリシーについて
は、「」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. 253)。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: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
6. [タグの追加 (オプション)] ページで、ユーザーのタグを追加するか、[次へ:確認] を選択できます。
7. [Review] 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. AWS CLI次のコードでユーザーを作成します。

• 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
• ウィンドウズ用ツール 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。
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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。注意: 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。

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. アクセスキーを作成するユーザー名を選択します。
4. ユーザーの「概要」ページで、「セキュリティ認証情報」タブを選択します。
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:wwJalrXUtnFEMIbPxRfi I/K7MDENG/CYEXAMPLEKEY

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. 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。

7. .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 
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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. 38)
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
$ 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>"

前の例に示すように、 PowerShell プロンプトで環境変数を設定した場合は、現在のセッションの
期間だけ値が保存されます。 PowerShell 環境変数の設定をすべてのセッションとコマンドプロン
プトセッション間で永続的に設定するには、[コントロールパネル] の [システム] アプリケーショ
ンを使用して変数を保存します。または、 PowerShell プロファイルに変数を追加すると、future 
PowerShell セッションにその変数が設定されます。環境変数の保存やセッション間での永続設定につ
いては、PowerShell ドキュメント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。長期のアクセスキーの代わりに IAM ロールを
使用する方法については、「Switching to an IAM role (AWSAPI)」(IAM ロールへの切り替え (API))))) を参
照してください。
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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. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール)、[Create role] (ロールを作成) の順に選択します。
3. 「ロールの作成」ページの 「信頼されたエンティティの種類の選択」 で、「AWSサービス」を選択

します。[ユースケースを選択] で [Amazon EC2] を選択し、[次へ] を選択します。
4. 「アクセス権限の追加」ページの「アクセス権限ポリシー」で、ポリシーリストから「Amazon 

Keyspaces Read Only Access」を選択し、「次へ」を選択します。
5. [名前、確認、作成] 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の選択] と [権限の追

加] セクションを確認します。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。完了したら、[ロールの作成] を選択します。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。

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. 43)」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. 25)
• 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. 27)

ポートとプロトコル
を使用して Amazon Keyspaces にアクセスするには、Apache 2.0 ライセンス取得済み CassandraAWS ド
ライバーを使用します。cqlshAWS CLI

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。
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プログラムによるアクセス ポート 認証メカニズム

生意気 9142 TLS

Cassandra ドライバー取得済み 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、各リージョンで利用できる
サービスエンドポイントを示しています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 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

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

HTTPS お
よび TLS

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

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

HTTPS お
よび TLS

TLS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 cassandra.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cassandra.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com 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

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cassandra.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-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

欧州 (パリ) eu-west-3 cassandra.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cassandra.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

中東 (バー
レーン)

me-
south-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-gov-
east-1

cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

AWS GovCloud (US) Region FIPS エンドポイント
で使用可能な FIPS エンドポイントAWS GovCloud (US) Region 詳細については、AWS GovCloud (US)
ユーザーガイドの「Amazon Keyspaces」を参照してください。

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-gov-
east-1

cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS およ
び TLS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS およ
び TLS
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中国リージョンのエンドポイント
以下の Amazon Keyspaces エンドポイントは、AWS中国リージョンで利用できます。

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、「中国登録、アカウント、認証情報」を参照してください。

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

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

cassandra.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn HTTPS およ
び TLS

cqlsh を使用した Amazon Keyspaces への接続
次のセクションでは、cqlsh を使用して Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) に接続する方法に
ついて説明します。

詳細についてはcqlsh、「CQLシェル」cqlsh を参照してください。

トピック
• cqlsh のインストールおよび Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) 接続への使用 (p. 27)

cqlsh のインストールおよび Amazon Keyspaces (Apache 
Cassandra 向け) 接続への使用
cqlsh をいストールして使用するには、以下の操作を行う必要があります。

1. Python 2.7 をインストールする (p. 27)
2. cqlsh クライアントのインストール (p. 28)
3. TLS を使用した cqlsh 接続の暗号化 (p. 28)

Note

機能テスト、軽微な操作、移行のために Amazon Keyspaces への cqlsh 接続を行う場合に
は、Amazon Keyspaces 用に最適化されたすべての前提条件と設定が含まれている事前設定済み
の Docker コンテナを使用できます。GitHubツールキットはウェブサイトで入手できます。

Python 2.7 をインストールする
コンピュータに Python がインストールされているかどうか、および、その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

27

https://docs.amazonaws.cn/en_us/aws/latest/userguide/accounts-and-credentials.html
http://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html
https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-toolkit


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

cqlsh の使用

Python 2.7 をインストールする必要がある場合は、「Python downloads」(Python のダウンロード) の手順
に従います。

CQL クライアントをインストールして設定する

cqlsh は Apache Cassandra とセットになっています。入手するには、「Downloading and installing 
Apache Cassandra」(Apache Cassandra のダウンロードとインストール) の手順に従って Apache 
Cassandra をインストールします。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。現在推奨されているバージョンの cqlsh を Apache
からダウンロードできます。

Cassandra をインストールしたら、次のコマンドを実行して 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

Amazon Keyspaces 向けに最適化された設定ファイル cqlshrc のテンプレートを GitHub からダウンロー
ドします。ダウンロードした cqlshrc_template ファイルを cqlshrc として Cassandra ディレクトリ
に保存します。

${HOME}/.cassandra/cqlshrc

TLS を使用した cqlsh 接続の暗号化

Amazon Keyspaces では、Transport Layer Security (TLS) を使用した安全な接続しか許容されません。

SSL/TLS を使用して接続できるようにするには、次の手順を行う必要があります。

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、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。

2. 次のコマンドを使用して Amazon Keyspaces に接続します。

Important

ServiceUserName と ServicePassword は、サービス固有の認証情報を生成する (p. 18)
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ものと一致します。
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また、AWS 認証プラグイン拡張子を cqlsh に使用することで、AWS IAM ユーザーとロー
ルを通じて Amazon Keyspaces cqlsh アクセスを管理することもできます。詳細について
は、「Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) developer toolkit on Github」(Github の 
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) デベロッパーツールキット) を参照してくださ
い。

cqlsh host 9142 -u ServiceUserName -p ServicePassword --ssl

9142 はセキュアポートです。ご注意ください。

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

接続後、出力に関して次のような内容が表示されます。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>

cqlsh 接続用の既存の設定ファイルの更新

TLS 接続がサポートされるように既存の設定ファイルを編集する場合は、Cassandra ホームディレクトリ
の設定ファイル (例: ${HOME}/.cassandra/cqlshrc) を開いて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 COPY を設定して、cqlsh が Amazon Keyspaces the section called “CQL クエリのスループット
チューニング” (p. 8) ガイドライン内にあることを確認することができます。

設定ファイル ${HOME}/.cassandra/cqlshrc で COPY FROM オプションのデフォルト設定に変更を加
え、以下の行を追加します。

[copy-from]
CHUNKSIZE=50

CHUNKSIZE のこの設定は、新たに作成されたテーブルの使用を開始する際に役立ちます。ワークロー
ドが大きい場合はそれに対応できるように変更を加えてください。Amazon Keyspaces に対して cqlsh 
COPY 設定を最適化する方法については、データ移行チュートリアルの「the section called “ステップ 4:
cqlsh COPY FROM を設定する” (p. 97)」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。Amazon Keyspaces では、テーブルの作成など、デー
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タ定義言語 (DDL) オペレーションを同期できます。AWS CLIさらに、Terraform など) サービスおよびツー
ル (Terraform などAWS CloudFormation)

Amazon KeyspacesAWS CLI でを使用するには、事前にアクセスキー 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一覧についてはAWS CLI、「AWS CLIコマンドリ
ファレンス」を参照してください。

トピック
• AWS CLI のダウンロードと設定 (p. 30)
• を Amazon KeyspacesAWS CLI で使う (p. 30)

AWS CLI のダウンロードと設定
AWS CLIは、で入手できますhttp://aws.amazon.com/cli。Windows、macOS、または Linux 上で実行でき
ます。をダウンロードしたらAWS CLI、以下の手順に従って、インストールと設定を行います。

1. AWS Command Line Interfaceユーザーガイドに移動
2. AWS CLIのインストールと設定の指示に従ってくださいAWS CLI

を Amazon KeyspacesAWS CLI で使う
コマンドラインの形式は、Amazon Keyspaces オペレーション名の後に、そのオペレーションのパラメー
タが続く形式です。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。以下の 
Amazon KeyspacesAWS CLI の例は省略構文を使用しています。詳細については、「AWSCLI での省略構
文の使用」を参照してください。

次のコマンドは、catalog という名前のキースペースを作成します。

aws keyspaces create-keyspace --keyspace-name 'catalog'

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

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

キースペース・カタログが存在することを確認するには、次のコマンドを使用できます。

aws keyspaces get-keyspace --keyspace-name 'catalog'

コマンドの出力では、次の値が返されます。

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

次のコマンドは、book_awardsという名前のテーブルを作成します。yearテーブルのパーティションキー
は列で構成され、categoryクラスタリングキーは列で構成されrank、両方のクラスタリング列は昇順の
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ソート順序を使用します。award(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、次の出力が表示されます。

{ 
    "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111222333444:/keyspace/catalog/table/
book_awards"
}

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できます。

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" 
            } 
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        ], 
        "partitionKeys": [ 
            { 
                "name": "year" 
            }, 
            { 
                "name": "award" 
            } 
        ], 
        "clusteringKeys": [ 
            { 
                "name": "category", 
                "orderBy": "ASC" 
            }, 
            { 
                "name": "rank", 
                "orderBy": "ASC" 
            } 
        ], 
        "staticColumns": [] 
    }, 
    "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、JSON ファイルからテーブルのスキーマ定義を読
み込むと便利な場合があります。の例を次に示します。スキーマ定義のサンプル JSON ファイルを
schema_definition.zip からダウンロードしschema_definition.json、ファイルへのパスを書き留めて
抽出します。この例では、スキーマ定義の JSON ファイルは現在のディレクトリのにあります。さまざま
なファイルパスオプションについては、「ファイルからパラメーターをロードする方法」を参照してくだ
さい。

aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog'  
            --table-name 'book_awards' --schema-definition 'file://schema_definition.json'

次の例は、MyTable という名前の簡単なテーブルを追加オプション付きで作成する方法を示しています。
コマンドは、読みやすくするために別々の行に分割されていることに注意してください。このコマンドで
は、テーブルの作成方法と次の例を示します。

• テーブルのキャパシティモードを設定
• テーブルの Point-in-time リカバリを有効にする
• テーブルのデフォルト有効期限 (TTL) 値を 1 年に設定する
• テーブルに 2 つのタグを追加

aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'myTable'  
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            --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る新しいテーブルを作成する方法を示してい
ます。このサンプルを実行するには、AWS KMSカスタマー管理キーのリソース ARN を独自のキーに置き
換え、Amazon Keyspaces がそのキーにアクセスできるようにする必要があります。

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:us-
east-1:111222333444:key/11111111-2222-3333-4444-555555555555'   
            --ttl 'status=ENABLED'

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 を使用して、キースペースとテーブル
の非同期的な作成など、データ言語定義 (DDL) オペレーションをできます。さら
に、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、AWS 
CloudFormation、、、、、、、、、、、

Amazon KeyspacesAWS CLI でを使用するには、事前にアクセスキー 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 キースペースで利用できるすべてのオペレーションの一覧については、「Amazon 
Keyspaces API リファレンス」を参照してください。

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で 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 の例を参
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. 299)」を参照してください。Amazon 
VPC エンドポイントから Amazon Keyspaces step-by-step に接続する方法を示すチュートリアルについて
は、を参照してくださいthe section called “チュートリアル:VPC エンドポイントとの接続” (p. 69)。

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. 34)
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• 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. 44)

• 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。

• 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/aws-
samples/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情報情報を使用して Apache Cassandra DataStax 用の 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. 36)
• Apache Cassandra 用 4.x DataStax Java ドライバーと SigV4 認証プラグインを使用して Amazon 

Keyspacestep-by-step に接続するためのチュートリアル (p. 38)
• Apache Cassandra 用 3.x DataStax Java 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. 40)

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
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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
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:B6:58
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
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サービス固有の認証情報情報情報を使用して Apache Cassandra DataStax 用の 
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情報情報を使用して 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. 36)
• 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. 18)」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. 38)」を参照してください。

• Apache Cassandra 用の DataStax 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、Apache Cassandra 用のDataStax 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. 18)。

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. 38)」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
に対して負荷分散するように設定します。

3. SSL/TLS — 構成ファイルに、でクラスを指定するセクションを 1 行追加して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
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たパスワードを提供します。Amazon Keyspaceshostname-validation 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 
      }
}

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")); 
        } 
    }
}
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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.x DataStax Java ドライバーと SigV4 認証プラグインを
使用して Amazon Keyspacestep-by-step に接続するためのチュートリアル
次のセクションでは、Apache Cassandra 用オープンソース 4.x DataStax Java 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について説明
します。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。

• Apache Cassandra 用の DataStax 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、Apache Cassandra 用DataStax 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 に対応しています。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 リポジトリに示されているように、プラグインのバージョンを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 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。
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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
に対して負荷分散するように設定します。

3. SSL/TLS — 構成ファイルに、でクラスを指定するセクションを 1 行追加して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 Keyspaceshostname-validation 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
            } 
            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()) { 
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            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 Java 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 3.x オープンソース DataStax Java ドライバーの SigV4 認証
プラグインを使用して、Amazon Keyspaces にアクセスする方法について説明します。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。

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。

• Apache Cassandra 用の DataStax 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、Apache Cassandra 用DataStax 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 に対応しています。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 リポジトリに示されているように、プラグインのバージョンを最新バー
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>;
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// add the following imports to your project

import software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider;   
import com.datastax.driver.core.Cluster;   
import com.datastax.driver.core.ResultSet;   
import com.datastax.driver.core.Row;   
import 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")); 
    }
}

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 で 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-driver-helpers。

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. 42)
• 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. 43)
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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 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の手順に従って、ServicePasswordが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することを確認してくださいサービス固有の認証情報を生成す
る (p. 18)。

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。
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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
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。
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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情報情報情報情報を

使用して Amazon Keyspaces Connect する (p. 44)
• 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
情報情報情報情報を使用して 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');
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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。

2. ServiceUserNameの手順に従って、ServicePasswordが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することを確認してくださいサービス固有の認証情報を生成す
る (p. 18)。

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 GitHub 認証プラグインを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 DataStax Node.js ドライバーのバージョン 4.x に対応しており、AWS SDK for 
Node.js に依存します。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', 
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  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。

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てくださいAWSCredentialsProvider。詳細については、Node.js 
用のAWS SDK の Node.js での認証情報の設定を参照してください。 JavaScript

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、を使用した例です PowerShell。

$client = new-object System.Net.WebClient
$client.DownloadFile("https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-
root.crt","path_to_file\sf-class2-root.crt")

2. NuGet コンソールを使用して、NuGetSharpDriver から Cassandrac 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 Cassandra;
using System;
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using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Security;
using System.Runtime.ConstrainedExecution;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using 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-class2-
root.crt"); 
            var userName = "ServiceUserName"; 
            var pwd = "ServicePassword"; 
            certCollection.Add(amazoncert); 
  
            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の手順に従って、ServicePasswordが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することを確認してくださいサービス固有の認証情報を生
成する (p. 18)。

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。
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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. 48)
• 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. 50)

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 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。

48



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

Cassandra クライアントドライバーの使用

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 
    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の手順に従って、ServicePasswordが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することを確認してくださいサービス固有の認証情報を生
成する (p. 18)。

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。
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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 GitHub 認証プラグインを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
$ 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() 
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    // 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てくださいAwsAuthenticator。詳細については、の「AWSGSDK 
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。

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.us-
east-2.amazonaws.com;port=9142;tls=1;",  
$user, $password);
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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の手順に従って、ServicePasswordが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することを確認してくださいサービス固有の
認証情報を生成する (p. 18)。

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

Amazon Keyspaces のクロスアカウントアクセスの
設定

リソースを分離したり、AWS アカウント開発環境と本番環境などの異なる環境で使用したりするために、
個別に作成して使用できます。このトピックでは、のインターフェイス VPC エンドポイントを使用した 
Amazon Keyspaces のクロスアカウントアクセスについて説明しますAmazon Virtual Private Cloud。IAM 
クロスアカウントアクセスの設定の詳細については、IAM ユーザーガイドの「開発アカウントとプロダク
ションアカウントを別々に使用するシナリオ例」を参照してください。

Amazon Keyspaces とプライベート 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 “インターフェイス VPC エンドポイントの使用” (p. 291)。

トピック
• 共有 VPC の Amazon Keyspaces のクロスアカウントアクセスの設定 (p. 52)
• 共有 VPC を使用しない Amazon Keyspaces のクロスアカウントアクセスの設定 (p. 55)

共有 VPC の Amazon Keyspaces のクロスアカウント
アクセスの設定
さまざまなリソースを作成してAWS アカウント、アプリケーションから分離できます。たとえ
ば、Amazon Keyspaces テーブル用に 1 つのアカウントを作成し、開発環境のアプリケーション用に別の
アカウントを作成し、本番環境のアプリケーション用に別のアカウントを作成できます。このトピックで
は、共有 VPC のインターフェイス VPC エンドポイントを使用して Amazon Keyspaces のクロスアカウン
トアクセスを設定するために必要な設定手順について説明します。

Amazon Keyspaces の VPC エンドポイントを設定する方法の詳細な手順については、を参照してくださ
いthe section called “ステップ 3: Amazon Keyspaces 用の VPC エンドポイントの作成” (p. 73)。

この例では、共有 VPC で次の 3 つのアカウントを使用します。
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• Account A— このアカウントには、VPC エンドポイント、VPC サブネット、Amazon Keyspaces ス
テーブルなどのインフラストラクチャが含まれています。

• Account B— このアカウントには、の Amazon Keyspaces テーブルに接続する必要がある開発環境の
アプリケーションが含まれていますAccount A。

• Account C— このアカウントには、の Amazon Keyspaces テーブルに接続する必要がある実稼働環境
のアプリケーションが含まれていますAccount A。

Account Aは、Account Cアクセスする必要のあるリソースを含むアカウントです。Account A信頼す
るアカウントも同様です。Account B Account BAccount CAccount Bにあるリソースへのアクセス
を必要とするプリンシパルのいるアカウントやAccount A、Account C信頼できるアカウントも同様で
す。信頼するアカウントは、IAM ロールを共有することで、信頼されたアカウントにアクセス権限を付与
します。次の手順では、で必要な設定ステップを簡単に示していますAccount A。

の構成Account A

1. AWS Resource Access Managerを使用してサブネットのリソース共有を作成し、Account 
BAccount Cプライベートサブネットをおよびと共有します。
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Account BAccount C共有されているサブネット内のリソースを表示および作成できるようになり
ました。

2. 搭載された Amazon Keyspaces のプライベート VPC エンドポイントを作成しますAWS PrivateLink。
これにより、Amazon Keyspaces サービスエンドポイントの共有サブネットと DNS エントリにまた
がって複数のエンドポイントが作成されます。

3. Amazon Keyspaces とテーブルを作成します。
4. 次のポリシー例に示すように、Amazon Keyspaces ステーブルへのフルアクセス権、Amazon 

Keyspaces システムテーブルへの読み取りアクセス権を持ち、Amazon EC2 VPC リソースを記述で
きる IAM ロールを作成します。

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

5. 次の例に示すように、Account BAccount Cとが信頼できるアカウントと見なすことができるIAM
ロールの信頼ポリシーを設定します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
        } 
    ]
}

クロスアカウント IAM ポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「クロスアカウントポリ
シー」を参照してください。

Account Bおよびでの設定Account C

1. Account Bとで新しいロールを作成しAccount C、Account Aで作成した共有ロールをプリンシパ
ルが引き継ぐことを許可する次のポリシーをアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "ec2.amazonaws.com" 
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            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

プリンシパルが共有ロールを引き受けられるようにするには、AWS Security Token Service (AWS 
STS) のAssumeRole API を使用して実装されます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
アカウント自分が所有する別のユーザーの IAM ユーザーにアクセス権を提供する」を参照してくださ
い。

2. Account BおよびではAccount C、SIGV4 認証プラグインを使用するアプリケーションを作成でき
ます。これにより、アプリケーションは共有ロールを引き継ぎ、共有 VPC の VPCAccount A エン
ドポイントを介してにある Amazon Keyspaces テーブルに接続できます。SIGV4 認証プラグインの詳
細については、「」を参照してくださいthe section called “認証情報の作成” (p. 17)。

共有 VPC を使用しない Amazon Keyspaces のクロス
アカウントアクセスの設定
Amazon Keyspaces テーブルとプライベート VPC エンドポイントが異なるアカウントによって所有さ
れているが、VPC を共有していない場合でも、アプリケーションは VPC エンドポイントを使用してク
ロスアカウントに接続できます。アカウントは VPC エンドポイントを共有していないため、Account 
A、Account B、独自の VPCAccount C エンドポイントが必要です。Cassandra クライアントドライ
バーには、Amazon Keyspaces はマルチノードクラスターではなく単一ノードのように見えます。接続す
ると、クライアントドライバーは DNS サーバーに到達し、アカウントの VPC で利用可能なエンドポイン
トの 1 つが返されます。

パブリックエンドポイントを使用するか、各アカウントにプライベート VPC エンドポイントをデプロイ
することで、共有 VPC エンドポイントがなくても、さまざまなアカウントの Amazon Keyspaces テー
ブルにアクセスすることもできます。共有 VPC を使用しない場合、各アカウントには独自の VPC エン
ドポイントが必要です。この例ではAccount A、Account B、のテーブルにアクセスするには独自の 
VPCAccount C エンドポイントが必要ですAccount A。この構成で VPC エンドポイントを使用する場
合、Amazon Keyspaces は Cassandra クライアントドライバーにはマルチノードクラスターではなく、
単一ノードクラスターとして表示されます。接続すると、クライアントドライバーは DNS サーバーに到
達し、アカウントの VPC で利用可能なエンドポイントの 1 つが返されます。しかし、system.peersク
ライアントドライバーはテーブルにアクセスして他のエンドポイントを見つけることができません。使用
可能なホストが少ないため、ドライバーが接続する回数が少なくなります。これを調整するには、ドライ
バーの接続プール設定を3倍に増やします。
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チュートリアル:Amazon Keyspaces でのリソースの作成

Amazon Keyspaces (Apache 
Cassandra 向け) の使用開始方法

この章では、Amazon step-by-step キースペースをすぐに使い始めるのに役立つチュートリアルを紹介し
ます。

トピック
• Keyspaces リアル (p. 57)
• チュートリアル:インターフェイス VPC エンドポイントを使用した Amazon Keyspaces への接

続 (p. 69)
• チュートリアル:Amazon Keyspaces と Apache Spark のインテグレーション (p. 82)

Keyspaces リアル
このチュートリアルは、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。このチュートリアルでは、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。

さまざまな Cassandra クライアントドライバを使用して Amazon Keyspaces にプログラム的に接続する
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)。

トピック
• チュートリアルの前提条件と考慮事項 (p. 57)
• 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. 57)
• 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. 62)
• 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. 67)

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、cqlsh を使用した Amazon Keyspaces への接続 (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. 57) に進みます。

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。
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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. 58)
• テーブルの作成 (p. 59)

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. 145)
• データ定義言語 (DDL) ステートメント: Keyspaces (p. 304)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のクォータ (p. 318)

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。

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。
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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. 146)
• DDL ステートメント: テーブル (p. 306)
• テーブルリソース管理: サーバーレスリソース管理 (p. 128)
• 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. 272)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のクォータ (p. 318)

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。

• [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。
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ID            text
name          text
region        text
division      text
project       text
role          text
pay_scale     int
vacation_hrs  float
manager_id    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            text
name          text
region        text
division      text
project       text
role          text
pay_scale     int
vacation_hrs  float
manager_id    text

a. [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。
• 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。

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。
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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。)

9. [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、[Tables] (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            text
name          text
region        text
division      text
project       text
role          text
pay_scale     int
vacation_hrs  float
manager_id    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。

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) ; 
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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. 62) 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. 62)
• チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルからの読み取り (p. 63)
• チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルのデータを更新する (p. 65)
• チュートリアル: Amazon Keyspaces テーブルのデータを削除する (p. 66)

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)。のCQL
エディタを使用している場合は、この手順は不要であることに注意してくださいAWS Management 
Console。
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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。

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. 62)」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
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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. 64)
• 列のサブセットの選択 (p. 64)
• 行のサブセットの選択 (p. 64)

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 ;

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。
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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。
• 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: インターンの Bob 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

ンを作成します。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 NightFlight で働くすべての従業員の選択された列を検索するアプリ

ケーションを作成します。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 ;
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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ボブを雇用しました。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。

行またはパーティションからデータを削除できます。削除は取り消せないため、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。
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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';

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。
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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。

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. [Delete] (削除) を選択します。
5. [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。
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。
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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。

チュートリアル:インターフェイス VPC エンドポイ
ントを使用した Amazon Keyspaces への接続

このチュートリアルでは、Amazon Keyspaces 用のインターフェイス VPC エンドポイントの設定および
使用について説明します。

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。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. 291)」を参照してください。

トピック
• チュートリアルの前提条件と考慮事項 (p. 69)
• ステップ 1: Amazon EC2 インスタンスを起動する (p. 70)
• ステップ 2: Amazon EC2 インスタンスを設定する (p. 71)
• ステップ 3: Amazon Keyspaces 用の VPC エンドポイントの作成 (p. 73)
• ステップ 4: VPC エンドポイント接続のアクセス許可を設定する (p. 76)
• ステップ 5: を使用してモニタリングを設定する CloudWatch (p. 79)
• ステップ 6: (オプション) アプリケーションの接続プールサイズを設定するためのベストプラクティ

ス (p. 79)
• ステップ 7: (オプション) クリーンアップする (p. 81)

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) プリンシ
パルの作成手順が含まれます。このチュートリアルの後半で必要になるため、IAM ユーザーの名前とアク
セスキーを書き留めます。
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このチュートリアルの後半で VPCmyKeyspace エンドポイントを使用して接続をテストするための名前と
少なくとも 1 つのテーブルを含むキースペースを作成します。詳細な手順については、を参照してくださ
いthe section called “チュートリアル:Amazon Keyspaces でのリソースの作成” (p. 57)。

前提条件のステップが完了したら、ステップ 1: Amazon EC2 インスタンスを起動する (p. 70) に進みま
す。

ステップ 1: Amazon EC2 インスタンスを起動する
このステップでは、デフォルトの Amazon VPC で Amazon EC2 インスタンスを起動します。その
後、Amazon Keyspaces 用の VPC エンドポイントを作成して使用できます。

Amazon EC2 インスタンスを起動するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. [Launch Instance] (インスタンスを起動) を選択して、以下を実行します。

EC2 コンソールのダッシュボードの [Launch instance] ボックスで [Launch instance] を選択し、表示
されるオプションから [Launch instance] を選択します。

[名前とタグ] の [名前] に、インスタンスのわかりやすい名前を入力します。

[アプリケーションと OS イメージ (Amazon マシンイメージ)] の下:

• [クイックスタート] を選択し、[Ubuntu] を選択します。これが、インスタンスのオペレーティング
システム (OS) です。

• Amazon マシンイメージ (AMI) では、無料利用枠対象としてマークされているデフォルトイメージ
を使用できます。[Amazon Machine Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI)) はインスタンス
のテンプレートとして機能する基本設定です。

[インスタンスタイプ] で:

• インスタンスタイプリストから、t2.micro インスタンスタイプを選択します。デフォルトではこれ
が選択されています。

[キーペア (ログイン)] の [キーペア名] で、このチュートリアルの次のオプションのいずれかを選択し
ます。

• Amazon EC2 キーペアがない場合は、[Create a new key pair] (新しいキーペアの作成) を選択して
画面に表示される指示に従います。プライベートキーファイル (.pem ファイル) をダウンロードす
るかどうか質問されます。このファイルは、後で Amazon EC2 インスタンスにログインする際に必
要になるため、ファイルパスを書き留めます。

• 既存の Amazon EC2 キーペアがすでにある場合は、[Select a key pair] (キーペアの選択) を選択し
て、リストからキーペアを選択します。Amazon EC2 インスタンスにログインするには、既にプラ
イベートキーファイル (.pem ファイル) が利用可能になっている必要があります。

[ネットワーク設定] で:

• [編集] を選択します。
• [Select an existing security group] (既存のセキュリティグループの選択) を選択します。
• セキュリティグループのリストで、[default] (デフォルト) を選択します。これは VPC のデフォルト

のセキュリティグループです。

概要に進んでください。
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• [概要] パネルで、インスタンス設定の概要を確認します。準備ができたら、[インスタンスの起動]
を選択します。

3. 新しい Amazon EC2 インスタンスの完了画面で、[インスタンスConnect] タイルを選択します。次の
画面には、新しいインスタンスに接続するために必要な情報と必要な手順が表示されます。以下の情
報を書き留めます。

• キーファイルを保護するサンプルコマンド
• 接続文字列
• パブリック IPv4 DNS 名

このページの情報を書き留めたら、このチュートリアルの次のステップに進むことができます (ス
テップ 2: Amazon EC2 インスタンスを設定する (p. 71))。

Note

Amazon EC2 インスタンスが使用可能になるまでに数分かかります。次のステップに行く前
に、[Instance State] (インスタンスの状態) が running で、その [Status Checks] (ステータス
チェック) がすべてパスしていることを確認します。

ステップ 2: Amazon EC2 インスタンスを設定する
Amazon EC2 インスタンスが使用可能になったら、そのインスタンスにログインして最初に使用できるよ
うに準備できます。

Note

次のステップは、Linux を実行するコンピュータから Amazon EC2 インスタンスに接続すること
を想定しています。その他のConnect 方法については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイドの「Linux インスタンス用ユーザーガイド」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスを設定するには

1. Amazon EC2 インスタンスへのインバウンド SSH トラフィックを認証する必要があります。これを
行うには、新しい EC2 セキュリティグループを作成し、そのセキュリティグループを EC2 インスタ
ンスに割り当てます。

a. ナビゲーションペインで、[Security Groups]] (セキュリティグループセキュリティグループ) を選
択します。

b. [Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。[セキュリティグループの
作成] ウィンドウで、以下を行います。

• [セキュリティグループ名] — セキュリティグループの名前を入力します。例: my-ssh-access
• 説明 — セキュリティグループの簡単な説明を入力します。
• VPC — デフォルトの VPC を選択します。
• 「インバウンドルール」セクションで、「ルールを追加」を選択し、次の操作を行います。

• タイプ — SSH を選択します。
• ソース —「マイIP」を選択します。
• [ルールの追加] を選択します。

ページ下部で、設定を確認し、[セキュリティグループの作成] を選択します。
c. ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
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d. ステップ 1: Amazon EC2 インスタンスを起動する (p. 70) で起動した Amazon EC2 インスタ
ンスを選択します。

e. [アクション] を選択し、[セキュリティ] を選択し、[セキュリティグループの変更] を選択します。
f. [Change Security Groups] (セキュリティグループの変更) で、この手順で先に作成したセキュリ

ティグループを選択します (例:my-ssh-access)。既存の default のセキュリティグループも
選択する必要があります。設定を確認し、[セキュリティグループの割り当て] を選択します。

2. 次のコマンドを使用して、プライベートキーファイルをアクセスから保護します。このステップをス
キップすると、接続は失敗します。

chmod 400 path_to_file/my-keypair.pem

3. 次の例のように、ssh コマンドを使用して Amazon EC2 インスタンスにログインします。

ssh -i path_to_file/my-keypair.pem ubuntu@public-dns-name

プライベートキーファイル (.pem ファイル) とインスタンスのパブリック DNS 名を指定する必要があ
ります。(「ステップ 1: Amazon EC2 インスタンスを起動する (p. 70)」を参照してください)。

ログイン ID は ubuntu です。パスワードは不要です。

Amazon EC2 インスタンスへの接続の認可、AWS CLIおよび手順については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドの「Linux インスタンス用の受信トラフィックの認可」を参照してくだ
さい。

4. の最新バージョンをダウンロードしてインストールしますAWS Command Line Interface。

a. unzip をインストールします。

sudo apt install unzip

b. zipを使用してファイルをダウンロードしますAWS CLI。

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"

c. ファイルを解凍します。

unzip awscliv2.zip

d. AWS CLI のインストール。

sudo ./aws/install

e. AWS CLIインストールのバージョンを確認します。

aws --version

出力は次のようになります。

aws-cli/2.9.19 Python/3.9.11 Linux/5.15.0-1028-aws exe/x86_64.ubuntu.22 prompt/off

5. 次の例に示すように、AWS認証情報を設定します。プロンプトが表示されたら、AWS アクセスキー 
ID、シークレットキー、デフォルトのリージョン名を入力します。

aws configure
 
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
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AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]: 

6. Amazon Keyspacescqlsh への接続を使用して、VPC エンドポイントが正しく設定されていること
を確認する必要があります。ローカル環境またはの Amazon Keyspaces CQL エディタを使用する場
合AWS Management Console、接続は VPC エンドポイントではなくパブリックエンドポイントを
経由して自動的に送信されます。このチュートリアルで VPCcqlsh エンドポイント接続のテストに
使用するには、に記載されているセットアップ手順を実行してくださいcqlsh を使用した Amazon 
Keyspaces への接続 (p. 27)。

これで、Amazon Keyspaces 用の VPC エンドポイントを作成する準備が整いました。

ステップ 3: Amazon Keyspaces 用の VPC エンドポイ
ントの作成
このステップでは、を使用して Amazon Keyspaces 用の VPC エンドポイントを作成しますAWS 
CLI。VPC コンソールを使用して VPC エンドポイントを作成するには、AWS PrivateLinkガイドの「VPC 
エンドポイントの作成」の手順に従います。サービス名をフィルタリングするときは、次のように入力し
ますCassandra。

を使用して VPC エンドポイントを作成するにはAWS CLI

1. 開始する前に、パブリックエンドポイントを使用して Amazon Keyspaces と通信できることを確認し
ます。

aws keyspaces list-tables --keyspace-name 'myKeyspace'

出力には、指定されたキースペースに含まれる Amazon キースペーステーブルのリストが表示されま
す。テーブルがない場合、リストは空です。

{ 
    "tables": [ 
        { 
            "keyspaceName": "myKeyspace", 
            "tableName": "myTable1", 
            "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/
table/myTable1" 
        }, 
        { 
            "keyspaceName": "myKeyspace", 
            "tableName": "myTable2", 
            "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/
table/myTable2" 
        } 
    ]
}

2. Amazon Keyspaces が、現在のAWSリージョンで VPC エンドポイントを作成するために利用可能な
サービスであることを確認します。(コマンドは太字で示され、その後に出力例が続きます。)

aws ec2 describe-vpc-endpoint-services
 
{ 
    "ServiceNames": [ 
        "com.amazonaws.us-east-1.cassandra",  
        "com.amazonaws.us-east-1.cassandra-fips" 
    ]
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}

出力例では、Amazon Keyspaces が利用可能なサービスの 1 つであるため、VPC エンドポイントの作
成を続行できます。

3. VPC 識別子を決定します。

aws ec2 describe-vpcs
 
{ 
    "Vpcs": [ 
        { 
            "VpcId": "vpc-a1234bcd",  
            "InstanceTenancy": "default",  
            "State": "available",  
            "DhcpOptionsId": "dopt-8454b7e1",  
            "CidrBlock": "111.31.0.0/16",  
            "IsDefault": true 
        } 
    ]
}

出力例では、VPC ID は vpc-a1234bcd です。
4. フィルターを使用して VPC のサブネットに関する詳細を収集します。

aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-a1234bcd"
 
{ 
     { 
    "Subnets":[ 
       { 
          "AvailabilityZone":"us-east-1a", 
          "AvailabilityZoneId":"use2-az1", 
          "AvailableIpAddressCount":4085, 
          "CidrBlock":"111.31.0.0/20", 
          "DefaultForAz":true, 
          "MapPublicIpOnLaunch":true, 
          "MapCustomerOwnedIpOnLaunch":false, 
          "State":"available", 
          "SubnetId":"subnet-920aacf9", 
          "VpcId":"vpc-a1234bcd", 
          "OwnerId":"111122223333", 
          "AssignIpv6AddressOnCreation":false, 
          "Ipv6CidrBlockAssociationSet":[ 
              
          ], 
          "SubnetArn":"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/subnet-920aacf9", 
          "EnableDns64":false, 
          "Ipv6Native":false, 
          "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch":{ 
             "HostnameType":"ip-name", 
             "EnableResourceNameDnsARecord":false, 
             "EnableResourceNameDnsAAAARecord":false 
          } 
       }, 
       { 
          "AvailabilityZone":"us-east-1c", 
          "AvailabilityZoneId":"use2-az3", 
          "AvailableIpAddressCount":4085, 
          "CidrBlock":"111.31.32.0/20", 
          "DefaultForAz":true, 
          "MapPublicIpOnLaunch":true, 
          "MapCustomerOwnedIpOnLaunch":false, 
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          "State":"available", 
          "SubnetId":"subnet-4c713600", 
          "VpcId":"vpc-a1234bcd", 
          "OwnerId":"111122223333", 
          "AssignIpv6AddressOnCreation":false, 
          "Ipv6CidrBlockAssociationSet":[ 
              
          ], 
          "SubnetArn":"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/subnet-4c713600", 
          "EnableDns64":false, 
          "Ipv6Native":false, 
          "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch":{ 
             "HostnameType":"ip-name", 
             "EnableResourceNameDnsARecord":false, 
             "EnableResourceNameDnsAAAARecord":false 
          } 
       }, 
       { 
          "AvailabilityZone":"us-east-1b", 
          "AvailabilityZoneId":"use2-az2", 
          "AvailableIpAddressCount":4086, 
          "CidrBlock":"111.31.16.0/20", 
          "DefaultForAz":true, 
          "MapPublicIpOnLaunch":true, 
           

        } 
    ]
}

出力例には、subnet-920aacf9との 2 つのサブネット ID がありますsubnet-4c713600。
5. VPC エンドポイントを作成します。--vpc-id パラメータで、前のステップの VPC ID を指定しま

す。--subnet-idパラメータで、前のステップで作成したサブネット ID を指定します。--vpc-
endpoint-typeパラメータを使用して、エンドポイントをインターフェイスとして定義します。コ
マンドの詳細については、『AWS CLIコマンドリファレンス』create-vpc-endpointのを参照して
ください。

aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-endpoint-type Interface --vpc-id vpc-a1234bcd 
 --service-name com.amazonaws.us-east-1.cassandra --subnet-id subnet-920aacf9 
 subnet-4c713600
 
{ 
    "VpcEndpoint": { 
        "VpcEndpointId": "vpce-000ab1cdef23456789", 
        "VpcEndpointType": "Interface", 
        "VpcId": "vpc-a1234bcd", 
        "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.cassandra", 
        "State": "pending", 
        "RouteTableIds": [], 
        "SubnetIds": [ 
            "subnet-920aacf9", 
            "subnet-4c713600" 
        ], 
        "Groups": [ 
            { 
                "GroupId": "sg-ac1b0e8d", 
                "GroupName": "default" 
            } 
        ], 
        "IpAddressType": "ipv4", 
        "DnsOptions": { 
            "DnsRecordIpType": "ipv4" 
        }, 
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        "PrivateDnsEnabled": true, 
        "RequesterManaged": false, 
        "NetworkInterfaceIds": [ 
            "eni-043c30c78196ad82e", 
            "eni-06ce37e3fd878d9fa" 
        ], 
        "DnsEntries": [ 
            { 
                "DnsName": "vpce-000ab1cdef23456789-m2b22rtz.cassandra.us-
east-1.vpce.amazonaws.com", 
                "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV" 
            }, 
            { 
                "DnsName": "vpce-000ab1cdef23456789-m2b22rtz-us-east-1a.cassandra.us-
east-1.vpce.amazonaws.com", 
                "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV" 
            }, 
            { 
                "DnsName": "vpce-000ab1cdef23456789-m2b22rtz-us-east-1c.cassandra.us-
east-1.vpce.amazonaws.com", 
                "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV" 
            }, 
            { 
                "DnsName": "vpce-000ab1cdef23456789-m2b22rtz-us-east-1b.cassandra.us-
east-1.vpce.amazonaws.com", 
                "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV" 
            }, 
            { 
                "DnsName": "vpce-000ab1cdef23456789-m2b22rtz-us-east-1d.cassandra.us-
east-1.vpce.amazonaws.com", 
                "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV" 
            }, 
            { 
                "DnsName": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com", 
                "HostedZoneId": "ZONEIDPENDING" 
            } 
        ], 
        "CreationTimestamp": "2023-01-27T16:12:36.834000+00:00", 
        "OwnerId": "111122223333" 
    }
}

}

ステップ 4: VPC エンドポイント接続のアクセス許可
を設定する
このステップの手順では、Amazon Keyspaces で VPC エンドポイントを使用するためのルールと権限を
設定する方法を示しています。

TCP インバウンドトラフィックを許可するように新しいエンドポイントのインバウンドルールを
設定するには

1. Amazon VPC コンソールの左側のパネルで [Endpoints] を選択し、前のステップで作成したエンドポ
イントを選択します。

2. [セキュリティグループ] を選択し、このエンドポイントに関連付けられているセキュリティグループ
を選択します。

3. [インバウンドルール] を選択し、[インバウンドルールを編集] を選択します。
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4. [タイプ] を [カスタム TCP] としてインバウンドルールを追加します。[ポート範囲] には、9142 を入
力します。

5. 新しいインバウンドルールを保存するには、[ルールを保存] を選択します。

IAM ユーザーアクセス許可を設定するには

1. Amazon Keyspaces への接続に使用する IAM ユーザーに、適切なアクセス許
可があることを確認します。AWS Identity and Access Management(IAM) で
は、AWSAmazonKeyspacesReadOnlyAccess管理ポリシーを使用して IAM ユーザーに Amazon 
Keyspaces への読み取りアクセス権を付与できます。

a. 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。

b. 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。

c. [Summary] (概要) ページで、[Add permissions] (許可の追加) を選択します。
d. [既存のポリシーを直接アタッチする] を選択します。
e. ポリシーのリストから [] を選択しAmazonKeyspacesReadOnlyAccess、[次へ:確認] を選択しま

す。
f. [アクセス権限の追加] を選択します。

2. VPC エンドポイント経由で Amazon Keyspaces にアクセスできることを確認します。

aws keyspaces list-tables --keyspace-name 'my_Keyspace'

必要に応じて、Amazon Keyspaces 用の他のAWS CLIコマンドを試すことができます。詳細について
は、AWS CLIコマンドリファレンスを参照してください。

Note

IAM ユーザーまたはロールが Amazon Keyspaces にアクセスするために最低限必要な権限
は、次のポリシーに示すように、システムテーブルへの読み取り権限です。ポリシーベース
のアクセス許可の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “アイデンティ
ティベースポリシーの例” (p. 256)。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "cassandra:Select" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:cassandra:us-east-1:555555555555:/keyspace/system*" 
         ] 
      } 
   ]
}

3. IAM ユーザーに VPC への読み取りアクセス許可を付与します。

Amazon Keyspaces を VPC エンドポイントで使用する場合、Amazon Keyspaces にアクセスする 
IAM ユーザーまたはロールに VPC への読み取り専用権限を付与して、エンドポイントとネットワー
クインターフェイスのデータを収集する必要があります。Amazon Keyspacessystem.peers はこの
情報をテーブルに保存し、それを使用して接続を管理します。
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a. 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。

b. IAM コンソールのダッシュボードで、[ポリシー] を選択します。
c. [ポリシーの作成] を選択し、[JSON] タブを選択します。
d. 次のポリシーをコピーして、[次へ:タグ] を選択します。

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

e. [次へ:確認] を選択し、keyspacesVPCendpointポリシーの名前を入力して、[ポリシーの作成] 
を選択します。

f. 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。

g. [Summary] (概要) ページで、[Add permissions] (許可の追加) を選択します。
h. [既存のポリシーを直接アタッチする] を選択します。
i. ポリシーのリストから「KeySpacesVPCendpoint」を選択し、「次へ:確認」を選択します。
j. [アクセス権限の追加] を選択します。

4. Amazon Keyspacessystem.peers ステーブルが VPC 情報で更新されていることを確認するに
は、を使用して Amazon EC2 インスタンスから次のクエリを実行しますcqlsh。ステップ 2cqlsh
で Amazon EC2 インスタンスにまだインストールしていない場合は、の指示に従ってくださいthe 
section called “cqlsh のインストールおよび使用” (p. 27)。

SELECT peer FROM system.peers;

出力では、AWSリージョン内の VPC とサブネットの設定に応じて、プライベート IP アドレスを持つ
ノードが返されます。

peer  
---------------  
112.11.22.123
112.11.22.124
112.11.22.125 

Note

Amazon Keyspacescqlsh への接続を使用して、VPC エンドポイントが正しく設定されてい
ることを確認する必要があります。ローカル環境またはの Amazon Keyspaces CQL エディ
タを使用する場合AWS Management Console、接続は VPC エンドポイントではなくパブ
リックエンドポイントを経由して自動的に送信されます。IP アドレスが 9 つある場合、これ
らは Amazon Keyspacessystem.peers がパブリックエンドポイント接続用にテーブルに自
動的に書き込むエントリです。
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ステップ 5: を使用してモニタリングを設定する 
CloudWatch
このステップでは、Amazon を使用して Amazon Keyspaces CloudWatch への VPC エンドポイント接続
を監視する方法を示します。

AWS PrivateLink CloudWatch インターフェイスエンドポイントに関するデータポイントを公開
します。メトリクスを使用して、システムが正常に実行されていることを確認できます。AWS/
PrivateLinkEndpointsの名前空間には、 CloudWatch インターフェイスエンドポイントのメトリック
が含まれます。詳細については、AWS PrivateLinkAWS PrivateLinkガイドの「CloudWatch 指標」を参照
してください。

VPC CloudWatch エンドポイントメトリクスを含むダッシュボードを作成するには

1. CloudWatch でコンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。次に、[ダッシュボードの作成] を選択しま

す。ダッシュボード名を入力し、[作成] を選択します。
3. [ウィジェットを追加] で [番号] を選択します。
4. [メトリクス] で [AWS] を選択しますPrivateLinkEndpoints。
5. エンドポイントタイプ、サービス名、VPC エンドポイント ID、VPC ID を選択します。
6. ActiveConnections指標を選択しNewConnections、[ウィジェットの作成] を選択します。
7. ダッシュボードを保存します。

ActiveConnectionsこのメトリックは、エンドポイントが過去 1 分間に受信した同時アクティブ接続の
数として定義されます。NewConnectionsこのメトリックは、過去 1 分間にエンドポイントを介して確立
された新しい接続の数として定義されます。

ダッシュボードの作成の詳細については、CloudWatch ユーザーガイドの「ダッシュボードの作成」を参
照してください。

ステップ 6: (オプション) アプリケーションの接続プー
ルサイズを設定するためのベストプラクティス
このセクションでは、アプリケーションのクエリスループット要件に基づいて理想的な接続プールサイズ
を決定する方法の概要を説明します。

Amazon Keyspaces では、TCP 接続ごとに 1 秒あたり最大 3,000 の CQL クエリが許可されます。そのた
め、ドライバーが Amazon Keyspaces で確立できる接続の数には事実上制限がありません。ただし、VPC 
エンドポイント接続で Amazon Keyspaces を使用する場合は、接続プールのサイズをアプリケーションの
要件に合わせて、使用可能なエンドポイントを検討することをお勧めします。

接続プールのサイズはクライアントドライバーで設定します。たとえば、ローカルプールのサイズが 2
で、3 つのアベイラビリティーゾーンで VPC インターフェースエンドポイントが作成された場合、ドラ
イバーはクエリ用に 6 つの接続（制御接続を含む合計 7 つ）を確立します。これら 6 つの接続を使用する
と、1 秒あたり最大 18,000 の CQL クエリをサポートできます。

アプリケーションが 1 秒あたり 40,000 CQL クエリをサポートする必要がある場合は、必要なクエリの数
から逆算して、必要な接続プールサイズを決定します。1秒あたり40,000のCQLクエリをサポートするに
は、ローカル・プール・サイズを5以上に構成する必要があります。これにより、1秒あたり最低45,000の
CQLクエリがサポートされます。

PerConnectionRequestRateExceeded CloudWatchAWS/Cassandra名前空間のメトリックを使用し
て、接続 1 つあたりの 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ているかどうか
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ステップ 6: (オプション) 接続のベストプラクティス

を監視できます。PerConnectionRequestRateExceededこのメトリックスは、接続ごとのリクエスト
レートのクォータを超える Amazon Keyspaces へのリクエストレートの数を示します。

このステップのコード例は、インターフェイス VPC エンドポイントを使用する場合の接続プーリングの見
積もりと設定方法を示しています。

Java

Java ドライバーでは、プールごとの接続数を設定できます。Java クライアントドライバ接続の完全
な例については、を参照してくださいthe section called “Cassandra Java クライアントドライバーの
使用” (p. 34)。

クライアントドライバを起動すると、まずスキーマやトポロジの変更などの管理タスクのための制御
接続が確立されます。次に、追加の接続が作成されます。

次の例では、ローカルプールサイズドライバー設定が 2 と指定されています。VPC エンドポイントが 
VPC 内の 3 つのサブネットにまたがって作成されている場合、次の式に示すように、インターフェイ
スエンドポイントは 7NewConnections になります。 CloudWatch

NewConnections = 3 (VPC subnet endpoints created across) * 2 (pool size) + 1 ( control 
 connection)

datastax-java-driver { 

    basic.contact-points = [ "cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142"] 
    advanced.auth-provider{ 
        class = PlainTextAuthProvider 
           username = "ServiceUserName" 
           password = "ServicePassword" 
    } 
    basic.load-balancing-policy { 
        local-datacenter = "us-east-1" 
        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 
      } 
    advanced.connection { 
        pool.local.size = 2 
          }
}

アクティブな接続の数が、設定したプールサイズ (サブネット間の集約) + 1 つの制御接続と一致しな
い場合、何かが接続の作成を妨げています。

Node.js

プールごとの接続数は Node.js ドライバーで設定できます。Node.js クライアントドライバ接続の完全
な例については、を参照してくださいthe section called “Cassandra Node.js クライアントドライバー
の使用” (p. 44)。

次のコード例では、ローカルプールサイズドライバー構成は 1 と指定されています。VPC エンドポ
イントが VPC 内の 4 つのサブネットにまたがって作成されている場合、次の式に示すように、イン
ターフェイスエンドポイントは 5NewConnections になります。 CloudWatch

NewConnections = 4 (VPC subnet endpoints created across) * 1 (pool size) + 1 ( control 
 connection)
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ステップ 7: (オプション) クリーンアップする

const cassandra = require('cassandra-driver');
const fs = require('fs');
const types = cassandra.types;
const auth = new cassandra.auth.PlainTextAuthProvider('ServiceUserName', 
 'ServicePassword');
const sslOptions1 = { 
         ca: [ 
                    fs.readFileSync('/home/ec2-user/sf-class2-root.crt', 'utf-8')], 
                    host: 'cassandra.us-east-1.amazonaws.com', 
                    rejectUnauthorized: true 
        };
const client = new cassandra.Client({ 
                   contactPoints: ['cassandra.us-east-1.amazonaws.com'], 
                   localDataCenter: 'us-east-1', 
                   pooling: { coreConnectionsPerHost: { [types.distance.local]: 1 } }, 
                   consistency: types.consistencies.localQuorum, 
                   queryOptions: { isIdempotent: true }, 
                   authProvider: auth, 
                   sslOptions: sslOptions1, 
                   protocolOptions: { port: 9142 } 
        });

ステップ 7: (オプション) クリーンアップする
このチュートリアルで作成したリソースを削除する場合は、次の手順に従ってください。

Amazon Keyspaces 用の VPC エンドポイントを削除するには

1. Amazon EC2 インスタンスにログインします。
2. Amazon Keyspaces に使用する VPC エンドポイント ID を決定します。grepパラメータを省略する

と、すべてのサービスの VPC エンドポイント情報が表示されます。

aws ec2 describe-vpc-endpoint-services | grep ServiceName | grep cassandra
 
{ 
    "VpcEndpoint": { 
        "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",  
        "VpcId": "vpc-0bbc736e",  
        "State": "available",  
        "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.cassandra",  
        "RouteTableIds": [],  
        "VpcEndpointId": "vpce-9b15e2f2",  
        "CreationTimestamp": "2017-07-26T22:00:14Z" 
    }
}

出力例では、VPC エンドポイント ID は vpce-9b15e2f2 です。
3. VPC エンドポイントを削除します。

aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-9b15e2f2
 
{ 
    "Unsuccessful": []
}

空の配列 [] は成功を示します (失敗したリクエストはありませんでした)。
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チュートリアル:Apache Spark との統合

Amazon EC2 インスタンスを終了するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) を選択します。
3. Amazon EC2 インスタンスを選択します。
4. [アクション] を選択し、[インスタンスの状態] を選択し、[終了] を選択します。
5. 確認ウィンドウで、[Yes, Terminate] (はい、終了します) を選択します。

チュートリアル:Amazon Keyspaces と Apache 
Spark のインテグレーション

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をより効率的に分析できます。Amazon Keyspaces を
使用して、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アプリケー
ションに提供することもできます。オープンソースの Spark Cassandra コネクタを使用すると、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 の Spark Cassandra Connector のサポートにより、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 Cassandra ワークロードの
実行が効率化されます。Amazon Keyspaces では、Spark でテーブルと同じ基盤となるインフラストラク
チャリソースをめぐって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。

以下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を説明します。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 ステーブルに書き
込むことで、データを Amazon Keyspaces に移行する方法を示します。次に、このチュートリアルで
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、Cassandra ワークロードを Spark ベースの分析パイプラインで実行する場合に行います。

トピック
• Spark Cassandra コネクターを使用して Amazon Keyspaces への接続を確立するための前提条

件 (p. 82)
• ステップ 1: Amazon Keyspaces を Apache カサンドラスパークコネクターと統合するように設定す

る (p. 83)
• ステップ 2: Apache カサンドラスパークコネクターの設定 (p. 84)
• 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. 85)
• 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. 87)
• 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 データを書き込んだ

り読み込んだりする (p. 88)
• Amazon Keyspaces で Spark Cassandra コネクターを使用する際によく発生するエラーのトラブル

シューティング (p. 90)

Spark Cassandra コネクターを使用して Amazon 
Keyspaces への接続を確立するための前提条件
Spark Cassandra コネクタで 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 コネクタとの互換性は、以下の推奨
バージョンでテストされています。
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ステップ 1: Amazon Keyspaces を設定する

• Java バージョン 8
• 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、の指示に従ってください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: Amazon Keyspaces を Apache カサンド
ラスパークコネクターと統合するように設定する
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 Connector 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/書き込み容
量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Spark Cassandra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
ショナーを使用する” (p. 152)。

2. Apache Spark のインターフェイス 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。

• クライアントが VPC 経由で Spark で Amazon Keyspaces にアクセスするには、使用可能なイン
ターフェイス VPC エンドポイントを system.peers テーブルに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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ステップ 2: Apache カサンドラスパークコネクターの設定

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

3. Spark Cassandra コネクタからのトラフィックをサポートするために、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。
• 実稼働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

はレートリミッターを使用し、自動スケーリングでプロビジョニングされた容量を使用するように
テーブルを設定します。詳細については、「the section called “アプリケーションオートスケーリン
グによるスループットキャパシティの管理” (p. 133)」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. 128)。

ステップ 2: Apache カサンドラスパークコネクターの
設定
Apache Spark は、さまざまな方法で設定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
明する最小限の設定から始めて、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です。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 タスクで複数のエラーが発生した場合、指定さ
れた回数の再試行がなくなると失敗します。大きなタスクを再実行したり、大量のデータを再処理した
りしないように、Spark パーティションのサイズは小さくしてください。

• 実行者あたりの同時書き込み数は少なく、再試行回数は多くしてください。

Amazon Keyspaces は、処理がタイムアウトすると、容量不足エラーを Cassandra ドライバーに返
します。Spark Cassandra Connectorはを使用してリクエストを透過的に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回数は少なく、再試行回数は多くなります。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

• スループットの合計を分類し、複数の Cassandra セッションに分散します。
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ステップ 3: アプリの設定ファイルを作成する

• カサンドラスパークコネクターは、スパーク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スケールの単位と考え
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、最初は少ない数から始
めて、必要に応じて増やします。

• Spark タスク障害を設定して、一時的なエラーが発生した場合に処理できるようにします。アプリ
ケーションのトラフィック特性と要件を理解したら、spark.task.maxFailures制限値に設定する
ことをおすすめします。

• たとえば、次の構成では、1 つのエグゼキューター、1 つのセッションにつき 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

• バッチ処理をオフにします。
• ランダムアクセスパターンを改善するには、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)

• SPARK_LOCAL_DIRS十分な容量のある高速の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。お使いの Spark ホストの設定によっては、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
オープンソースの Spark Cassandra Connector を Amazon Keyspaces で使用するには、 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。接続に
は、サービス固有の認証情報または SigV4 プラグインのいずれかを使用できます。

Starfield デジタル証明書をまだ作成していない場合は、TrustStore ファイルに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設定
ファイルを作成するときに必要になります。

SIGv4 認証によるConnect
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 “AWS認証に必要な認証情報” (p. 19)」を参照してくだ
さい。
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ステップ 3: アプリの設定ファイルを作成する

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
            slow-replica-avoidance = false 
        } 
        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 
            } 
   } 
        advanced.connection.pool.local.size = 3    
}

この構成ファイルを更新し、/home/user1/application.confとして保存します。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 用のサービス固有の認
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. 18)」を参照してください。

次の例では、usernamepasswordとを自分の認証情報に置き換えてください。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 
                truststore-path = "path_to_file/cassandra_truststore.jks" 
                truststore-password = "password" 
                hostname-validation=false 
            } 
            metadata = { 
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                schema { 
                     token-map.enabled = true 
                } 
            } 
        }     
}

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

固定料金でConnect
Spark エグゼキューターごとに固定レートを設定するには、リクエストスロットラーを定義します。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 Cassandra コネクターは、
エグゼキューターごとに Cassandra 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達成できます。

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設定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、名前のカンマ区切り値 (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 ファイルに従って 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たデータやフラッ
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によって順
序付けられます。順序付けされたデータを Amazon Keyspaces にインポートすると、Amazon 
Keyspaces 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。

これに対して、データをランダム化すると、パーティションにデータが書き込まれたときにトラ
フィックをより均等に分散することで、Amazon Keyspaces にデータが書き込まれたときに組
み込みの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 
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called “ステップ 2: データを準備する” (p. 104)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. 145)」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 データを書き込んだり読
み込んだりする
このステップでは、まず Spark CassandraDataFrame コネクターを使用して、サンプルファイルからに
データをロードします。次に、からのデータを Amazon KeyspacesDataFrame ステーブルに書き込みま
す。この部分を個別に使用して、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にデータを読み取ります。
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 ステーブルからデータを読み
取って 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 Shell 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。

./spark-shell --files application.conf --conf 
 spark.cassandra.connection.config.profile.path=application.conf 
 --packages software.aws.mcs:aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-
plugin: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 Cassandra コネクターをインポートします。
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import org.apache.spark.sql.cassandra._

3. CSV ファイルからデータを読み込んでに保存するには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")

次のコマンドで結果を表示できます。

scala> df.show();

出力は次のようになります。

+----------------+----+-----------+----+------------------+--------------------
+-------------+
|           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

出力は次のようになります。

root
|-- award: string (nullable = true)
|-- year: integer (nullable = true)
|-- category: string (nullable = true)
|-- rank: integer (nullable = true)
|-- author: string (nullable = true)
|-- book_title: string (nullable = true)
|-- publisher: string (nullable = true)

4. 次のコマンドを使用して、データを Amazon KeyspacesDataFrame ステーブルに書き込みます。
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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データが
書き込む。

var newDf = spark.read.cassandraFormat("book_awards", "catalog").load()

次に、現在データフレームに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次のようになります。

+--------------------+------------------+----------------+-----------+-------------
+----+----+
|          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 コネクター
を使用する際によく発生する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 に接続する場合、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、次の設定の問題が原因です。

• 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. 291)」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必要な読み取り/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. 83)」を参照してください。
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• Java ドライバの設定では、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。

接続に関する詳細なトラブルシューティング手順については、を参照してくださいthe section called “VPC 
エンドポイント接続接続接続接続接続エラーエラーエラー” (p. 114)。

さらに、Amazon CloudWatch メトリックスを使用すると、Amazon キースKeyspaces の Spark 
Cassandra コネクター設定に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。Amazon Keyspaces を
で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. 272)。

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しておくと便利な指標について説
明します。

PerConnectionRequestRateExceeded

Amazon Keyspaces のクォータは、接続あたり 1 秒あたり 3,000 リクエストです。各 Spark エグ
ゼキューターは Amazon Keyspaces との接続を確立します。複数回再試行すると、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 からメトリックスが送信されま
す。

PerConnectionRequestRateExceeded 他のシステムエラーやユーザーエラーとともにイベントが表示
される場合は、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
プットを上げるためにドライバー設定の接続数を増やすか、Spark ジョブのエグゼキューター数を増
やす必要があるかもしれません。

StoragePartitionThroughputCapacityExceeded

Amazon キKeyspaces の割り当ては、1 秒あたり 1,000 個の WCU または WRU、1 秒あたり 3,000 個
の RCU または RRU です。StoragePartitionThroughputCapacityExceeded CloudWatch イベ
ントが表示される場合は、ロード時にデータが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. 87)。

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 に接続する
と、Cassandrasystem.peers ドライバーが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のログ記
録” (p. 295)」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。
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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。 step-by-step 手順については、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. 93)。

• 大きなデータセットを使用する本稼働ワークロードの場合、Apache Cassandra 用の DataStax Bulk 
Loader を使用すれば、dsbulkコマンドを使用して Amazon Keyspaces にデータをロードできま
す。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。 
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. 101)。

• 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the section called “チュートリアル:Apache Spark との統合” (p. 82)。

• 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 を使用した Amazon Keyspaces へのデータのロード (p. 93)
• 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. 101)
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cqlsh を使用したデータのロード

チュートリアル: cqlsh を使用した Amazon 
Keyspaces へのデータのロード

step-by-step このチュートリアルガイドでは、cqlsh COPYコマンドを使用して Apache Cassandra から 
Amazon Keyspaces にデータを移行する手順を説明します。このチュートリアルでは、以下の作業を行い
ます。

トピック
• 前提条件 (p. 93)
• 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. 93)
• ステップ 2: データを準備する (p. 94)
• 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. 95)
• ステップ 4: cqlsh COPY FROM を設定する (p. 97)
• ステップ 5: cqlsh COPY FROM コマンドを実行する (p. 98)
• トラブルシューティング (p. 99)

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 の使
用” (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、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。
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• 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. 300) 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。
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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。

• 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. 149)」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
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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. 128)」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. 318)」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. 308)」を参照してくださ
い。
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ステップ 4: cqlsh COPY FROM を設定する
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。

• 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。
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• 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
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 1 : 2,500 Requests per second
Connection 2 / Worker 2 : 2,500 Requests per second
Connection 3 / Worker 3 : 2,500 Requests per second
Connection 4 / Worker 4 : 2,500 Requests per 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 コマンドを実行する
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. cqlsh を使用して Amazon Keyspaces に接続します。
2. 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;
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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'}
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 Amazon Keyspaces にデータをアップロードする際
の

次の例では、ソーステーブルにカウンター列が含まれているため、COPY cqlshコマンドからのバッチ呼び
出しがログに記録されます。Amazon Keyspaces では、ログに記録されている Amazon Keyspaces でサ
ポートされている Amazon Keyspaces でサポートされている。
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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

この問題を解決するには、DSBulk を使用してデータを移行します。詳細については、「the section called 
“DSBulk を使用したデータのロード” (p. 101)」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 ... – 

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 
AmazonWriteThrottleEventsReadThrottledEvents でパブリション CloudWatch。詳細について
は、「the section called “によるモニタリング CloudWatch” (p. 272)」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。
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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。

チュートリアル: DSBulk を使用した Amazon 
Keyspaces へのデータのロード

step-by-step このチュートリアルガイドでは、で入手できる DataStax Bulk Loader (DSBulk) を使用して 
Apache Cassandra から Amazon Keyspaces にデータを移行する手順を説明します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. 101)
• 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. 103)
• ステップ 2: データを準備する (p. 104)
• 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. 105)
• ステップ 4: DSBulk を設定する (p. 106)
• ステップ 5: DSBulk load コマンドを実行する (p. 108)

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
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前提条件

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
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:B6:58
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 の使
用” (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。
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ステップ 1: ソースとターゲットを作成する

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。

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. 300) 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. 145)」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) 
   );

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。
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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

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。

• 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. 149)」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. 128)」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
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ステップ 4: DSBulk を設定する

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. 318)」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 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. 306)」と「the section 
called “ALTER TABLE” (p. 308)」を参照してください。

ステップ 4: DSBulk を設定する
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。

106

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home#!/services/cassandra/quotas
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home#!/services/cassandra/quotas


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

ステップ 4: DSBulk を設定する

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。。レ
プリカを避けるには、slow-replica-avoidanceに設定しますfalse。

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。

d. consistency— 一貫性レベルをに設定しますLOCAL QUORUM。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。

e. プールごとの接続数は Java ドライバーで設定できます。この例で
は、3advanced.connection.pool.local.size に設定します。

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" 
    slow-replica-avoidance = false            
}

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.connection.pool.local.size = 3
}

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。
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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。

• 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 load コマンドを実行する
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. 128)」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. 266)」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. 295)」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. 109)
• 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. 117)
• 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. 121)

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. 110)
• 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. 113)
• VPC エンドポイント接続接続接続接続接続接続接続接続接続接続接続接続接続接続接続接

続 (p. 114)
• を使用して接続することができないできないできないできないできないできないできないできない

cassandra-stress (p. 116)
• 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. 116)
• 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. 117)
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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。

--ssl
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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
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)")})
#
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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。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、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
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。
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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. 256)」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. 266)」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. 18)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。

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。
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• 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接続接続接続接続接続接続接続接続接
続接続接続接続接続接続接続
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
生します。

これは、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当てはまる可能性があります。

これらの問題を解決するには、次の設定の詳細を確認します。 step-by-step チュートリアルに従っ
て、Amazon Keyspaces のインターフェイス VPC エンドポイント経由で接続を設定する方法を学ぶに
は、を参照してくださいthe section called “チュートリアル:VPC エンドポイントとの接続” (p. 69)。

1. Amazon Keyspaces への接続に使用する IAM エンティティに、次の例に示すように、ユーザーテーブ
ル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アクセス権があることを
確認します。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
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   "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、次の例に示すように 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へのアクセスに必要な
読み取りアクセス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。詳細は、「」を参照してくださ
い。詳細は、「」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. 291)

3. Java ドライバーの SSL 設定で、この例のようにホスト名検証が false に設定され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)。」を参照してください。を参照してください。

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
を実行できます。

Note

ローカルの開発者環境や 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。これらのエディタはパブリックエンドポイントを使用するからです。

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応じて、プライベート IP アドレスを持
つ 2 ～ 6 つのノードが返されるはずです。

peer
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--------------- 
 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できないできないできないで
きないできないできないできない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、このトピックに示されている手順に従って TrustStorethe section called “開始す
る前に” (p. 34) をセットアップしてください。

TrustStoreが設定されると、以下のコマンドを使用して接続できるようになります。

./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
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. 258)」を参照してくださ
い。
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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. 266)」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. 128)」
を参照してください。

• 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、「the section 
called “データモデリング” (p. 156)」を参照してください。
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• 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. 8)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、コンソールの表
の [容量] タブの [ CloudWatch 容量と関連指標] セクションに、最も一般的な容量とトラフィック関連の指
標が集約されて表示されます。

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 RCU/秒、最大 1000 RCU/秒、最大 1000 RCU/秒、最大 1000 
RCU/秒、最大 1000 RCU/秒、最大 1000 RCU/秒、最大 1000 RCU/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。

• 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。

詳細については、「を参照してください。を参照してください。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. 272)。」を参照してくださ
い。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. 273)。を参照してください。

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. 118)
• 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. 120)
• 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. 121)

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。

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。
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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、
テーブルのキャパシティ不足イベントを監視してください。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. 273)」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. 131)」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 “アプリケーションオートスケーリングによるスループット
キャパシティの管理” (p. 133)」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. 129)」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. 318)」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 RCU/秒、最大 1000 RCU/秒、最大 1000 RCU/秒、最大 1000 RCU/秒、最大 
1000 RCU/秒、最大 1000 RCU/秒、最大 1000 RCU/秒、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、「the section called “データモ
デリング” (p. 156)」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. 291)」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。

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。

119



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

サーバーレス容量エラー

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. 291)」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 は Amazon 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: cqlsh COPY FROM を設定する” (p. 97)」を参照してください。より堅牢な
データアップロードオプションについては、DSBulk の使用を検討してください。DSBulk はGitHub リ
ポジトリから入手できます。DSBulk の使用を検討してください。DSBulk の使用を検討してください。 
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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. 101)。

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. 149)」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
使用してキースペースの作成を最適化するために、このユーティリティを使用してキースペース
の作成を最適化することができます。 CloudFormation 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. 121)
• 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. 122)
• Amazon Keyspaces point-in-time リカバリ (PITR) を使用してテーブルの復元を試みた際に、復元を試

みた際に、復元することができないできないできないできないできないできないできないできないで
きないできないできないできないできないできないできない (p. 123)

• 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. 123)

• 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. 123)

• 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. 123)

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. 145)」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. 146)」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
テーブルの復元を試みた際に、復元を試みた際に、復元すること
ができないできないできないできないできないできないできない
できないできないできないできないできないできないできないで
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. 201)」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の有効期限 (TTL) を有効にする方法” (p. 216)」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. 318)」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。
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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. 9)」を参照してください。

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、「the section called “データモデリング” (p. 156)」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. 125)
• 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. 126)

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
トリにあります。 GitHub

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 
Cassra 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、 CloudWatch デプロイ可能な
事前構築済み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/connection-
lambda。

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。

https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/scala/datastax-v4/connection-
sigv4
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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 Cassra 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 のスキーマをスタックで簡単に管理できます。

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 Cassra 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.
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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. 272)。

トピック
• Amazon Keyspaces のストレージ (p. 128)
• Amazon Keyspaces での読み取り/書き込みキャパシティモード (p. 128)
• アプリケーションオートスケーリングを使用した Amazon Keyspaces のスループットキャパシティの

管理 (p. 133)
• バースト容量を効率的にKeyspaces (p. 144)

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. 149)」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。

128

http://aws.amazon.com/keyspaces/pricing


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

オンデマンドキャパシティモード

• 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. 129)
• プロビジョンドスループット性能モード (p. 130)
• キャパシティモードの管理および表示 (p. 132)
• キャパシティモードの変更時の考慮事項 (p. 132)

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リクエストごとの支払い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. 306)」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. 129)
• ピークトラフィックとスケーリングプロパティ (p. 130)
• 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. 130)

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. 318)」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 
RU 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が最大で 4,000 WRU と 12,000 RU 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、定義
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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 “アプリケーション
オートスケーリングによるスループットキャパシティの管理” (p. 133)」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. 149)」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、プロビジョンドスループッ
ト不足イベントを監視することができます。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. 273)」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 a により失敗しま
す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. 308)」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. 318)」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. 308) 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。

アプリケーションオートスケーリングを使用した 
Amazon Keyspaces のスループットキャパシティの
管理

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。ゲームの人気があまり
に高まると、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
ようになります。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 向け) 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
プットキャパシティを自動的に調整するので、可変ワークロードに対するスループットキャパシティの効
率的なプロビジョニングに役立ちます。Amazon Keyspaces では、Applicatino Auto Scaling サービスを
使用して、ユーザーに代わってテーブルの読み取りキャパシティと書き込みキャパシティの増減を行いま
す。アプリケーションオートスケーリングの詳細については、「Application Auto Scaling User Guide」(ア
プリケーションオートスケーリングユーザーガイド) を参照してください。

Note

Amazon Keyspaces のオートスケーリングの簡単な使用方法については「the section called “コ
ンソールの使用” (p. 135)」を参照してください。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できません。Amazon Keyspaces のスケーリング
ポリシーをプログラムで管理する方法については、「the section called “プログラムによる管
理” (p. 138)」を参照してください。

Amazon Keyspaces オートスケーリングの仕組み
次の図は、Amazon Keyspaces オートスケーリングによるテーブルのスループットキャパシティ管理の管
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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テーブルのオートスケーリングを有効にするには、スケーリングポリシーを作成します。スケーリングポ
リシーは、テーブルの読み込みキャパシティと書き込みキャパシティ (またはそのいずれか) およびプロビ
ジョンドキャパシティユニット設定をスケーリングするかどうかを指定するものです。

スケーリングポリシーによりターゲット使用率も定義されます。ターゲット使用率は、プロビジョンド
キャパシティユニットに対する消費キャパシティユニットの割合をパーセンテージで示したものです。
オートスケーリングでは、ターゲット追跡アルゴリズムを使用して、実際のワークロードに応じてテー
ブルのプロビジョンドスループットを上下に調整します。これにより実際のキャパシティ使用率が、ター
ゲット使用率またはその付近で維持されます。

読み取りおよび書き込みキャパシティに対して、オートスケーリングのターゲット使用率の値を 20%～
90% の範囲で設定できます。ターゲット使用率のデフォルト値は 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すばやく開始したい場合は、ターゲット使用率の値を低く設定で
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
ゲット使用率の値を高く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、「Target 
tracking scaling policies for Application Auto Scaling」(アプリケーションオートスケーリングのターゲット
追跡スケーリングポリシー) を参照してください。

スケーリングポリシーを作成すると、Application Auto Scaling はユーザーに代わって Amazon 
CloudWatch アラームのペアを 2 つ作成します。各ペアは、プロビジョンドスループット設定とと消
費スループット設定の上下の境界を示します。 CloudWatch これらのアラームは、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 の詳細については 
CloudWatch、Amazon CloudWatch ユーザーガイドをご覧ください。

いずれかの CloudWatch Simple Notification Service (Amazon SNS) により通知が送信されます (有効にし
ている場合)。次に、 CloudWatch アラームによりアプリケーションオートスケーリングが呼び出されてス
ケーリングポリシーが評価されます。これにより、Amazon Keyspaces に Alter Table リクエストが発行さ
れて、テーブルのプロビジョンドキャパシティが必要に応じて調整されます。Amazon SNS 通知の詳細に
ついては、「Setting up Amazon SNS notifications」(Amazon SNS 通知の設定) を参照してください。

Amazon Keyspaces は Alter Table リクエストを処理してテーブルのプロビジョンドスループット性能を動
的に増減し、ターゲット使用率に近づけます。

Note

Amazon Keyspaces のオートスケーリングは、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、プロビジョンドスループット設定を変更します。アプリケーションオートスケーリン
グ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
パシティで対応されます。
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使用に関する注意事項
Amazon Keyspaces オート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 オートスケーリングでは、スケーリングポリシーに従って、読み込みキャパシティ
や書き込みキャパシティを必要に応じて増加させることができます。クォータ (p. 318) 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。

• Amazon Keyspaces オートスケーリングにより、プロビジョンド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、 CloudWatch スケーリングポリシーにアタッチされて
いる既存のアラームに影響しません。

• コンソールを使用してプロビジョンドスループット性能でテーブルを作成する場合、Amazon 
Keyspaces オートスケーリングはデフォルトで有効になります。オートスケーリングの設定はいつでも
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. 135)」を参照してくださ
い。

• スケーリングポリシーの作成に AWS CloudFormation を使用している場合は、スタックがスタックテン
プレートと同期されるように、AWS CloudFormation からスケーリングポリシーを管理します。Amazon 
Keyspaces またはアプリケーションオートスケーリングからスケーリングポリシーを変更すると、AWS 
CloudFormation スタックがリセットされたときに、スタックテンプレートの元の値がこれらのポリシー
によりオーバーライドされます。

• を使用して CloudTrail Amazon Keyspaces のオートスケーリングを監視する場合、設定検証プロセ
スの一部として、Application Auto Scaling によって行われたコールのアラートが表示されることが
あります。検証チェックのための application-autoscaling.amazonaws.com が含まれている
invokedBy フィールドを使用すれば、これらのアラートを除外できます。

コンソールによる Amazon Keyspaces オートスケー
リングポリシーの管理
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 のオートスケーリングを
有効にすることができます。コンソールを使用して、オートスケーリング設定の変更や、オートスケーリ
ングの無効化を行うこともできます。

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のより高度な機能について
は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して Amazon Keyspaces のスケーリングポ
リシーを管理します。詳細については、「プログラムによる Amazon Keyspaces スケーリングポ
リシーの管理 (p. 138)」を参照してください。

トピック
• 開始する前に: Amazon Keyspaces オートスケーリングのアクセス許可をユーザーに付与す

る (p. 135)
• Amazon Keyspaces オートスケーリングが有効になっている新規テーブルの作成 (p. 136)
• 既存のテーブルでの Amazon Keyspaces のオートスケーリングの有効化 (p. 137)
• Amazon Keyspaces オートスケーリング設定の変更または無効化 (p. 138)
• コンソールでの Amazon Keyspaces オートスケーリングアクティビティの表示 (p. 138)

開始する前に: Amazon Keyspaces オートスケーリングのアクセ
ス許可をユーザーに付与する
開始にあたって、オートスケーリング設定を作成して管理するための適切なアクセス許可がユー
ザーに与えられていることを確認してください。AWS Identity and Access Management (IAM) 
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で、AmazonKeyspacesFullAccess Amazon Keyspaces のスケーリングポリシーを管理するに
は、AWS 管理ポリシーが必要です。

Important

テーブルのオートスケーリングを無効にするには、application-autoscaling:* アクセス許
可が必要です。テーブルを削除する前に the section called “既存のテーブルのオートスケーリング
を無効にする: スケーラブルターゲットの登録を解除する” (p. 144) を使用してオートスケーリ
ングを無効にしておく必要があります。

Amazon Keyspaces コンソールへのアクセスと Amazon Keyspaces オートスケーリングに関して IAM 
ユーザーの設定を行うには、次のポリシーを追加します。

AmazonKeyspacesFullAccess ポリシーをアタッチするには

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

2. 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。

3. [Summary] (概要) ページで、[Add permissions] (許可の追加) を選択します。
4. [既存のポリシーを直接アタッチする] を選択します。
5. ポリシーのリストから [] を選択しAmazonKeyspacesFullAccess、[次へ:確認] を選択します。
6. [Add permissions] (許可の追加) を選択します。

Amazon Keyspaces オートスケーリングが有効になっている新規
テーブルの作成

Note

Amazon Keyspaces のオートスケーリングでは、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するサービスリンクロール 
(AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable) の存在が必要になりま
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. 268)」を参照してください。

オートスケーリングが有効になっている新規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 [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. [Table details] (テーブルの詳細) セクションの [Create table] (テーブルの作成) ページで、キースペー
スを選択し、新しいテーブルに名前を付けます。

4. [Schema] (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. [Table settings] (テーブルの設定) セクションで、[Customize settings] (設定のカスタマイズ) を選択し

ます。
6. [Read/write capacity settings] (読み取り/書き込みキャパシティの設定) に進みます。
7. [Capacity mode] (キャパシティモード) で、[Provisioned] (プロビジョン) を選択します。
8. [Read capacity] (読み取りキャパシティ) セクションで、[Scale automatically] (オートスケーリング) が

選択されているか確認します。

このステップでは、テーブルの読み取りキャパシティユニットの最小値と最大値、およびターゲット
使用率を選択します。
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• 最小キャパシティユニット — テーブルをいつでもすぐにサポートできる状態にするために、最小レ
ベルのスループット値を入力します。この値は、1 から、アカウントの秒単位の最大スループット
クォータ (デフォルトは 40,000) までの範囲でなければなりません。

• 最大キャパシティユニット — テーブルに対して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、1 から、アカウントの秒単位の最大スループットクォータ (デフォルトは 
40,000) までの範囲でなければなりません。

• ターゲット使用率— ターゲット使用率を 20%～90% の範囲で入力します。定義したターゲット使
用率をトラフィックが上回ると、キャパシティが自動的に増加されます。定義したターゲットをト
ラフィックが下回ると、再び容量が自動的に減少されます。

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、
「クォータ (p. 318)」を参照してください。

9. [Write capacity] (書き込みキャパシティ) 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
ティの設定と同じ設定を選択するか、または書き込みキャパシティの値を手動で入力します。

10. [Create table] (テーブルの作成) を選択します。指定したオート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。

Note

Amazon Keyspaces のオートスケーリングの有効化は、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、アプリケーションオートスケーリングにより
テーブルがスケーラブルなターゲットとして登録される個別の API コールで完了します。

既存のテーブルでの Amazon Keyspaces のオートスケーリング
の有効化

Note

Amazon Keyspaces のオートスケーリングでは、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するサービスリンクロール 
(AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable) の存在が必要になりま
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. 268)」を参照してください。

既存のテーブルに対して Amazon Keyspaces のオートスケーリングを有効にするには

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. 使用するテーブルを選択し、次に [Change capacity settings] (キャパシティ設定の変更) を選択しま
す。

3. [Scale automatically] (オートスケーリング) を選択し、Amazon Keyspaces オートスケーリングが有効
になっている新規テーブルの作成 (p. 136) のステップ 6 を参照して読み取り/書き込みキャパシティ
を編集します。

4. オートスケーリング設定が定義されたら、[Save] (保存) を選択します。

Note

Amazon Keyspaces のオートスケーリングの有効化は、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、アプリケーションオートスケーリングによりテーブルがスケーラブ
ルなターゲットとして登録される個別の API コールで完了します。
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Amazon Keyspaces オートスケーリング設定の変更または無効化
AWS Management Console を使用して、Amazon Keyspaces のオートスケーリング設定を変更する
ことができます。これを行うには、編集するテーブルに移動し、[Change capacity settings] (キャパシ
ティ設定の変更) を選択します。この設定は [Read capacity] (読み取りキャパシティ) セクションまたは
[Write capacity] (書き込みキャパシティ) セクションで変更できます。これらの設定の詳細については、
「Amazon Keyspaces オートスケーリングが有効になっている新規テーブルの作成 (p. 136)」をご参照
ください。

Amazon Keyspaces のオートスケーリングを無効にするには、[Scale automatically] (オートスケーリング) 
の選択を解除します。オートスケーリングを無効にすると、スケーラブルターゲットとしてのテーブルの
登録が解除されます。アクセスのためにアプリケーションオートスケーリングにより使用されるサービス
リンクロールを削除するには、??? (p. 269) のステップを実行します。

Note

アプリケーションオートスケーリングで使用されているサービスリンクロールを削除するには、
すべての AWS リージョン においてアカウント内のすべてのテーブルでオートスケーリングを無
効にする必要があります。

コンソールでの Amazon Keyspaces オートスケーリングアク
ティビティの表示
使用状況とパフォーマンスに関するメトリクスを生成する Amazon Amazon CloudWatch Keyspaces オー
トスケーリングによるリソースの使用状況をモニタリングできます。Application Auto Scaling CloudWatch
ユーザーガイドの手順に従ってダッシュボードを作成します。

プログラムによる Amazon Keyspaces スケーリング
ポリシーの管理
Amazon Keyspaces オートスケーリング設定の更新と管理をプログラムで行うには、AWS Command 
Line Interface (AWS CLI) または AWS API を使用します。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できません。このトピックでは、AWS CLI を使用してプログラ
ムで管理できるオートスケーリングタスクの概要について説明します。

このトピックで説明されているアプリケーションの Auto ScalingAWS CLI コマンドの詳細について
は、AWS CLIコマンドリファレンスの「Application Auto Scaling」を参照してください。AWS API の使
用の詳細については、「Application Auto Scaling API Reference」(アプリケーションオートスケーリング 
API リファレンス) を参照してください。

トピック
• 開始する前に (p. 138)
• 既存のテーブルでオートスケーリングを有効にする: スケーラブルターゲットを登録する (p. 139)
• アプリケーションオートスケーリングに登録されたスケーラブルなターゲットを表示する (p. 139)

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。

アクセス許可を設定
まだアクセス許可を設定していない場合は、ユーザーがオートスケーリング設定の作成と管理を行え
るように、適切なアクセス許可を設定する必要があります。AWS Identity and Access Management 
(IAM) で、AmazonKeyspacesFullAccess Amazon Keyspaces のスケーリングポリシーを管理するに
は、AWS 管理ポリシーが必要です。詳細なステップについては、「the section called “開始する前に: 
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Amazon Keyspaces オートスケーリングのアクセス許可をユーザーに付与する” (p. 135)」を参照してく
ださい。

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」に進んでこれらの手順に従います。

• AWS CLI のインストール
• AWS CLI の設定

既存のテーブルでオートスケーリングを有効にする: 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、アプリケーションオートスケーリングを使用して、テーブル
の書き込みキャパシティまたは読み込みキャパシティ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、アプリケーションオートスケーリングで、指定したテーブルの書き込みまたは読み取りのプ
ロビジョンドキャパシティを調整できるようになります。次の例では、書き込みキャパシティが 5～10 の
キャパシティユニット範囲内であるスケーラブルなターゲットとして、mytable を登録します。

Note

Amazon Keyspaces のオートスケーリングでは、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するサービスリンクロール 
(AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable) の存在が必要になりま
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. 268)」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な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

アプリケーションオートスケーリングに登録されたスケーラブル
なターゲットを表示する
登録の詳細を表示するには、次のコマンドを使用します。

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, 
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            "RoleARN": "arn:aws:iam::012345678910:role/aws-
service-role/cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable", 
            "CreationTime": 1587495787.412, 
            "SuspendedState": { 
                "DynamicScalingInSuspended": false, 
                "DynamicScalingOutSuspended": false, 
                "ScheduledScalingSuspended": false 
            } 
        } 
    ]
}

アプリケーションオートスケーリングに登録されたスケーラブルなターゲットを
表示する
登録の詳細を表示するには、次のコマンドを使用します。

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
オートスケーリング設定をプログラムで管理するには、テーブルのスケーリングポリシーを作成します。
このポリシーにより、アプリケーションオートスケーリングでテーブルのプロビジョンドスループットを
調整する条件と、その場合に実行するアクションが定義されます。この例では、すでに定義したスケーラ
ブルターゲットにこのポリシーを関連付けます (mytable テーブルのキャパシティユニットを書き込みま
す)。

ポリシーには、次の要素が含まれます。

• PredefinedMetricSpecification — アプリケーションオートスケーリングで調整できるメトリク
ス。Amazon Keyspaces の場合、次の値が PredefinedMetricType の有効値です。
• CassandraReadCapacityUtilization
• CassandraWriteCapacityUtilization

• ScaleOutCooldown — スケールアウトアクティビティでテーブルのプロビジョンドスループットを増
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、ScaleOutCooldown
の値を秒単位で指定します。デフォルト値は 0 です。詳細については、「Application Auto Scaling 
User Guide」(アプリケーションオートスケーリングユーザーガイド) の「Target Tracking Scaling 
Policies」(ターゲット追跡スケーリングポリシー) を参照してください。

• ScaleInCooldown — スケールインアクティビティでテーブルのプロビジョンドスループットを減
少させます。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、ScaleInCooldown
の値を秒単位で指定します。デフォルト値は 0 です。詳細については、「Application Auto Scaling 
User Guide」(アプリケーションオートスケーリングユーザーガイド) の「Target Tracking Scaling 
Policies」(ターゲット追跡スケーリングポリシー) を参照してください。

• TargetValue — アプリケーションオートスケーリングは、プロビジョンドキャパシティに対する消費
キャパシティの比率がこの値またはその前後に留まるようにします。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 この比率は現在 (150/200)、つまり 
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75% です。この比率は目標を超えているため、アプリケーションオートスケーリング 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。

mytable の場合、TargetValue を 50% に設定します。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 (を参照既存のテーブルでオートス
ケーリングを有効にする: スケーラブルターゲットを登録する (p. 139))、 consumed-to-provisioned 
プロビジョンされた比率が 50% またはそれに近いままになるようにします。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が含まれているファイルを作成します。次に、この例
では、このファイルに scaling-policy.json という名前を付けて保存します。

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

2. 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          
    

このコマンドの出力では、Application Auto Scaling により作成される CloudWatch アラームを確認できま
す。1 つは消費キャパシティの上限と下限に対するアラームで、もう 1 つはスケーリングターゲット範囲
の上限と下限に対するアラームです。

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

スケーリングポリシーを表示する
次の AWS CLI コマンドを使用すれば、既存のスケーリングポリシーの詳細を表示できます。

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では、スケーリングポリシーの詳細と、Application Auto Scaling リングにより作成さ
れる CloudWatch アラームを確認できます。1 つは消費キャパシティの上限と下限に対するアラームで、
もう 1 つはスケーリングターゲット範囲の上限と下限に対するアラームです。

{ 
    "ScalingPolicies": [ 
        { 
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-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": { 
                "TargetValue": 50.0, 
                "PredefinedMetricSpecification": { 
                    "PredefinedMetricType": "CassandraWriteCapacityUtilization" 
                }, 
                "ScaleOutCooldown": 60, 
                "ScaleInCooldown": 60 
            }, 
            "Alarms": [ 
                { 
                    "AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-
AlarmHigh-d421fec6-fa82-44b4-aab6-6a9bfb6f0ced", 
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-AlarmHigh-
d421fec6-fa82-44b4-aab6-6a9bfb6f0ced" 
                }, 
                { 
                    "AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-
AlarmLow-04479372-e50b-4652-a06d-b3055744ae23", 
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-
AlarmLow-04479372-e50b-4652-a06d-b3055744ae23" 
                }, 
                { 
                    "AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-
MCSProvisionedCapacityHigh-c6a26783-837e-4f70-919e-1fbe4362b6ab", 
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-
MCSProvisionedCapacityHigh-c6a26783-837e-4f70-919e-1fbe4362b6ab" 
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                }, 
                { 
                    "AlarmName": "TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-
MCSProvisionedCapacityLow-e1ce121a-48ea-4148-ace2-25c5f854c215", 
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-keyspace/mykeyspace/table/mytable-
MCSProvisionedCapacityLow-e1ce121a-48ea-4148-ace2-25c5f854c215" 
                } 
            ], 
            "CreationTime": 1587497009.591 
        } 
    ]
}

アプリケーションオートスケーリングアクションを表示する
次の AWS CLI コマンドを使用してユーザーに代わって開始されたアプリケーションオートスケーリング
アクションを表示できます。

aws application-autoscaling describe-scaling-activities \ 
    --service-namespace cassandra

オートスケーリングによって書き込みキャパシティ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,  
    "Cause": "monitor alarm AutoScaling-keyspace/mykeyspace/table/mytable-
AlarmHigh-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、アプリケーションオートスケーリングから Amazon Keyspaces に対して書き込みキャパシ
ティの変更を求める Alter Table リクエストが送信されたことを示しています。

スケーリングポリシーを削除する
mytable のスケーリングポリシーを削除します。テーブルの書き込みキャパシティのスケーリングが不要
になった場合は、Amazon Keyspaces でテーブルの書き込みキャパシティ設定の変更が継続されないよ
うに、スケーリングポリシーを削除することを検討すべきです。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てスケーラブル
ターゲットは後で使用できるように維持しておくことができます。

次のコマンドにより、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。これは、Application 
Auto Scaling がユーザーに代わって作成した CloudWatch アラームも削除します。

aws application-autoscaling delete-scaling-policy \ 
    --service-namespace cassandra \ 
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    --resource-id "keyspace/mykeyspace/table/mytable" \ 
    --scalable-dimension "cassandra:table:WriteCapacityUnits" \ 
    --policy-name "MyScalingPolicy"                 

既存のテーブルのオートスケーリングを無効にする: スケーラブルターゲットの
登録を解除する

次の AWS CLI コマンドを使用して、スケーラブルターゲットの登録を解除します。これにより、この
ターゲットにアタッチされてい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"                        

バースト容量を効率的にKeyspaces
Amazon Keyspaces 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。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 
ループットの利用率が高くない場合、バーストキャパシティの一部を予約して使用量のスパイクに対応し
ます。

現在、Amazon Keyspaces は、未使用の読み込みおよび書き込み容量を最大 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 秒あたりにプロビジョンされるスループットキャパシ
ティよりも高速です。

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
トキャパシティを消費する場合があります。

これらのバーストキャパシティ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 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 
CloudWatch、「」を参照してくださいthe section called “によるモニタリング CloudWatch” (p. 272)。

トピック
• Amazon Keyspaces でのキースペースの使用 (p. 145)
• Amazon Keyspaces でのテーブルの操作 (p. 146)
• Amazon Keyspaces での行の操作 (p. 149)
• Amazon Keyspaces でのクエリの使用 (p. 151)
• Amazon Keyspaces でのパーティショナーの操作 (p. 152)

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. 145)

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. 304)」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。

145



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

テーブルの操作

keyspace_name | durable_writes  | replication
--------------+-----------------+-------------- 
   mykeyspace | true            |{...} 1 item 
             
          

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. 146)
• Amazon Keyspaces の静的列 (p. 147)

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. 306)」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 
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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、この列に保存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
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 バイトのデータを保存できます。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。 のデータ型の詳細については、「」
を参照してくださいthe section called “データ型” (p. 300)

• 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. 149)」
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. 列に保存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。
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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. 静的列のサイズを足します。この例では、整数を保存している列 (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. 149) 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. 149) 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.

148



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

行の操作

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
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 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. 272)。

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. 149)

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
を提供し、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。
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• パーティションには、最大 2048 バイトのデータを保存できます。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。

• 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。 のデータ型の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “データ
型” (p. 300)

• 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. 147)」を参照してくださ
い。

• この機能を有効にすると、クライアント側のタイムスタンプが各行のすべての列に保存されます。これ
らのタイムスタンプは約20〜40バイトを占め（データによって異なります）、行のストレージとスルー
プットのコストに影響します。クライアント側のタイムスタンプは、最大行サイズである 1 MB にカウ
ントされます。詳細については、「the section called “Amazon Keyspaces のクライアント側タイムスタ
ンプ” (p. 219)」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. 列に保存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. 列に保存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

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. 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保存している列が 1 つしかあり
ません。

4. 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 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. 272)。

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、より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. 311)」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. 151)
• Amazon Keyspaces での結果のページ分割 (p. 152)

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。
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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、「the section called “CREATE 
TABLE” (p. 306)」の「table_options」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。

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 PAGE SIZE 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操作
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ノード間でデータを分散します。クライアント
は、SELECTWHEREこれらのトークンを操作や句に使用して、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個別のトークン範囲を指定する
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 Cassandra 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。ただし、構成の変更が完了しま
す。パーティショナー設定を変更するときに 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、次回接続したときに自動的に新しいパーティショナー設定を使用します。
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パーティショナーは、AWS Management Consoleまたは Cassandra クエリ言語 (CQL) の状態に復元でき
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. 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、[設定] を選択します。
3. 設定ページで、「パーティショナーの編集」 に移動します。
4. ご使用の Cassandra のバージョン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は

Note

設定の変更が完了したら、新しいパーティショナーの使用をリクエストするに
は、Amazon Keyspaces と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. アカウントに設定されているパーティショナーを確認するには、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. パーティショナーを更新するには、次のステートメントを使用できます。Murmur3

UPDATE system.local set partitioner='org.apache.cassandra.dht.Murmur3Partitioner' 
 where key='local';

3. なお、この構成の変更は完了します。パーティショナーが設定されたことを確認するに
は、SELECTクエリを再度実行します。最終的な読み込みオペレーションの応答には、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 との接続
を切断して再接続する必要があります。
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Amazon Keyspaces を使用した設計
とアーキテクチャの設計に関するベ
ストプラクティス

このセクションでは、Amazon Keyspaces の使用時にパフォーマンスを最大限に引き出し、スループット
コストを最小限に抑えるための推奨事項をすばやく確認することができます。

目次
• Amazon Keyspaces 用の NoSQL (p. 155)

• リレーショナルデータ設計と NoSQL の相違点 (p. 155)
• NoSQL 設計の 2 つの重要な概念 (p. 155)
• NoSQL 設計へのアプローチ (p. 156)

• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) でのデータモデリング (p. 156)
• Amazon Keyspaces でパーティションキーを効果的に使用する方法 (p. 157)

• 書き込みシャーディングを使用した Amazon Keyspaces でのワークロードの均等分
散 (p. 157)

• 複合パーティションキーと乱数値を使用したシャーディング (p. 157)
• 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 (p. 158)

• Amazon Keyspaces テーブルのコストの最適化 (p. 158)
• テーブルレベルでコストを評価する (p. 159)

• 単一の Amazon Keyspaces テーブルのコストを表示する方法 (p. 159)
• Cost Explorer のデフォルトビュー (p. 159)
• Cost Explorer でのテーブルタグの使用方法および適用方法 (p. 160)

• テーブルキャパシティモードの評価 (p. 160)
• 利用可能なテーブルキャパシティモード (p. 161)
• オンデマンドキャパシティモードを選択する場合 (p. 161)
• プロビジョンドキャパシティモードを選択する場合 (p. 162)
• テーブルキャパシティモードを選択する際に考慮すべきその他の要素 (p. 163)

• テーブルの Application Auto Scaling 設定を評価する (p. 163)
• Application Auto Scaling 設定を理解する (p. 163)
• ターゲット使用率が低い (50% 未満) テーブルを特定する方法 (p. 164)
• 季節変動のあるワークロードに対処する方法 (p. 165)
• パターンが不明な急増するワークロードに対処する方法 (p. 168)
• リンクされたアプリケーションのワークロードに対応する方法 (p. 168)

• 未使用のリソースを特定する (p. 168)
• 未使用のリソースを特定する方法 (p. 169)
• 未使用のテーブルリソースを特定する (p. 169)
• 未使用のテーブルリソースをクリーンアップする (p. 171)
• point-in-time 未使用のリカバリ (PITR) バックアップのクリーンアップ (p. 172)

• テーブルの使用パターンを評価する (p. 172)
• 強力な整合性のある読み込みオペレーションの数を減らす (p. 172)
• 有効期限 (TTL) の有効化 (p. 172)
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• 適切なサイズのプロビジョニングを行うために、プロビジョンドキャパシティを評価す
る (p. 173)

• Amazon Keyspaces テーブルから消費メトリクスを取得する方法 (p. 173)
• プロビジョニング不足の Amazon Keyspaces テーブルを識別する方法 (p. 178)
• 過剰にプロビジョニングされた Amazon Keyspaces テーブルを識別する方

法 (p. 179)

Amazon Keyspaces 用の NoSQL
Amazon Keyspaces などの NoSQL データベースシステムでは、キーと値のペアやドキュメントストレー
ジなど、データ管理のための代替モデルを使用します。リレーショナルデータベース管理システムから 
Amazon Keyspaces のような NoSQL データベースシステムに切り替えるときは、主な違いと具体的な設
計アプローチを理解することが重要です。

トピック
• リレーショナルデータ設計と NoSQL の相違点 (p. 155)
• NoSQL 設計の 2 つの重要な概念 (p. 155)
• NoSQL 設計へのアプローチ (p. 156)

リレーショナルデータ設計と NoSQL の相違点
リレーショナルデータベースシステム (RDBMS) と NoSQL データベースにはそれぞれ異なる長所と短所
があります。

• RDBMS では、データは柔軟にクエリできますが、クエリは比較的コストが高く、トラフィックが多い
状況ではスケールがうまくいかない場合があります (the section called “データモデリング” (p. 156) 参
照)。

• Amazon Keyspaces などの NoSQL データベースでは、データは限られた数の方法で効率的にクエリで
きますが、その範囲外では、クエリは高コストで低速になりがちです。

これらの相違点により、2 つのシステム間でデータベース設計が異なるものになります。

• RDBMS では、実装の詳細やパフォーマンスを気にせずに柔軟に設計できます。クエリの最適化は一般
的にスキーマ設計には影響しませんが、正規化は重要です。

• Amazon Keyspaces では、最も一般的で重要なクエリをできるだけ速く、安価にするために、具体的に
スキーマを設計します。データ構造は、ビジネスユースケースの特定の要件に合わせて調整されていま
す。

NoSQL 設計の 2 つの重要な概念
NoSQL 設計では、RDBMS 設計とは異なる考え方が必要です。RDBMS の場合は、アクセスパターンを考
慮せずに正規化されたデータモデルを作成できます。その後、新しい課題とクエリの要件が発生したら、
そのデータモデルを拡張することができます。各タイプのデータを独自のテーブルに整理できます。

NoSQL の設計の違い

• 対照的に、Amazon Keyspaces の場合は答えが必要な質問が分かるまで、スキーマの設計を開始しない
でください。ビジネス上の問題とアプリケーションのユースケースを理解することが不可欠です。

• Amazon Keyspaces アプリケーションで維持するテーブルはできるだけ少なくする必要があります。
テーブルの数が少なくなると、スケーラビリティが向上し、必要なアクセス権限の管理が少なくな
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り、Amazon Keyspaces アプリケーションのオーバーヘッドが削減されます。また、バックアップコス
トを全体的に低く抑えるのにも役立ちます。

NoSQL 設計へのアプローチ
Amazon Keyspaces アプリケーションを設計する最初のステップは、システムが満たす必要がある特定の
クエリパターンを見極めることです。

始める前に、特にアプリケーションのアクセスパターンの 3 つの基本的な特性を理解することが重要で
す。

• データサイズ:一度に格納され、リクエストされるデータの量を把握することで、データパーティション
の最も効果的な方法を決定できます。

• データシェイプ: クエリが処理される際 (RDBMS システムのように) データを再形成するのではなく、
データベースの形状がクエリ処理に対応するように、NoSQL データベースでデータを整理します。これ
は、スピードとスケーラビリティを向上させる重要な要素です。

• データ速度:Amazon Keyspaces では、クエリを処理するために使用可能な物理パーティションの数を増
やし、それらのパーティション間で効率的にデータを分散させることでスケーリングします。ピーク時
のクエリのロードを事前に把握することは、I/O 容量を最大限に活用するためにデータを分割する方法を
決定する上で役立ちます。

特定のクエリ要件を特定したら、パフォーマンスを管理する一般的な原則に従ってデータを整理できま
す。

• 関連するデータをまとめてください。   20 年前のルーティングテーブルの最適化に関する研究では、関
連するデータをまとめて 1 つの場所にまとめておく「参照の局所性」が、応答時間を短縮する上で最も
重要な要素であることがわかりました。これは、今日の NoSQL システムにも同様に当てはまります。
関連するデータを近くに置くことはコストとパフォーマンスに大きな影響を与えます。関連するデータ
項目を複数のテーブルに分散するのではなく、NoSQL システム内の関連項目を可能な限り近くにまとめ
る必要があります。

一般的なルールとして、Amazon Keyspaces アプリケーションではできるだけ少ないテーブルを維持す
る必要があります。

例外として、大容量の時系列データが必要な場合や、データセットのアクセスパターンが大きく異なる
場合などがあります。反転されたインデックスを含む単一のテーブルでは通常、シンプルなクエリを使
用してアプリケーションで必要とされる複雑な階層データ構造を構築および取得できます。

• ソート順を使用します。   キーの設計が原因でソートされている場合は、関連項目をグループ化して、
効率的にクエリできます。これは重要な NoSQL 設計方法です。

• クエリを分散します。   大容量のクエリがデータベースの一部に集中しないことも重要です。ここで
は、I/O 容量を超えることができます。その代わり、「ホットスポット」を避け、できるだけ多くのパー
ティションにトラフィックを均等に分散するように、データキーを設計する必要があります。

このような一般原則は、Amazon Keyspaces でデータを効率的にモデル化するために使用できる一般的な
デザインパターンに変換されます。

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
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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. 180) 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. 157)

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 では、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。詳細については、を参照してくださいthe section called “バー
スト容量” (p. 144)。

トピック
• 書き込みシャーディングを使用した Amazon Keyspaces でのワークロードの均等分散 (p. 157)

書き込みシャーディングを使用した Amazon Keyspaces での
ワークロードの均等分散
Amazon Keyspaces のパーティションで効率的な書き込みの分散を行う方法として、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。乱数を書き込んだパーティションキー列を追加して、パー
ティション間で行を分散させることができます。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乱数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ロードを分散させるための戦略として、乱数を書き込んだパーティション
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。

例えば、次のテーブルに、日付を表すパーティションキーが 1 つあるとします。

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tracker.blogs ( 
   publish_date date, 
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   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ために、乱数が保存されている追加のパーティション
キー列 shard を含めることができます。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に、shard 列に対して 1～200 の乱数を選択するとします。これによ
り、(2020-07-09, 1) や (2020-07-09, 2) などから (2020-07-09, 200) までの複合パーティショ
ンキーバリューが生成されます。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行を読み取るには、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。例えば、まず、パーティションキーバリュー (2020-07-09, 1) に対して SELECT
ステートメントを発行したとします。次に、(2020-07-09, 2) などから (2020-07-09, 200) までに
対して別の SELECT ステートメントを発行します。最終的には、アプリケーションを使用して、これらす
べての SELECT ステートメントの結果をマージする必要があります。

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

ランダム化の方法は、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。しかし、行が書き込ま
れたときに shard 列にどの値が書き込まれたのかわからないため、特定の行の読み取りが難しくなりま
す。個々の行の読み取りを容易にするために、別の戦略を使用することができます。パーティション間で
行を分散させるには、乱数を使用せずに、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。各行にはアクセス可能な title 列
があり、日付別に加えてタイトル別に行を頻繁に検索する必要があるとします。アプリケーションでは、
テーブルに行が書き込まれる前に、タイトルに基づいてハッシュ値が計算され、それを使用して shard 列
が入力されます。この計算では、1 から 200 までの数値が生成され、ランダムな方法と同様に、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乗算して、それを 
200 で割った余りに + 1 するなど)。複合パーティションキーバリューは、日付と計算結果を組み合わせた
値になります。

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。これで、特定の title 値のパーティションキーバ
リューを計算できるため、特定の行と日付に対して簡単に SELECT ステートメントを実行できます。

特定の日のすべての行を読み取るには、(2020-07-09, N) キー (ここで N は 1〜200) を SELECT する必
要があり、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。

Amazon Keyspaces テーブルのコストの最適化
このセクションでは、既存の Amazon Keyspaces テーブルのコストを最適化する方法のベストプラクティ
スについて説明します。次の戦略を見て、どのコスト最適化戦略がニーズに最も適しているかを確認し、
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それらに繰り返しアプローチする必要があります。各戦略には、コストに影響する可能性のある要素、コ
ストを最適化する機会の探し方、コスト削減に役立つベストプラクティスの導入方法に関する規範的なガ
イダンスの概要が示されています。

トピック
• テーブルレベルでコストを評価する (p. 159)
• テーブルキャパシティモードの評価 (p. 160)
• テーブルの Application Auto Scaling 設定を評価する (p. 163)
• 未使用のリソースを特定する (p. 168)
• テーブルの使用パターンを評価する (p. 172)
• 適切なサイズのプロビジョニングを行うために、プロビジョンドキャパシティを評価する (p. 173)

テーブルレベルでコストを評価する
AWS Management Console 内にある Cost Explorer ツールを使用すると、読み取り、書き込み、ストレー
ジ、バックアップの料金など、コストをタイプ別に分類して確認できます。また、これらのコストを月や
日などの期間別にまとめて表示することもできます。

管理者が直面する課題として、ある特定のテーブルのコストのみを確認する必要がある場合があります。
一部のデータは Amazon Keyspaces コンソールまたはGetTable API の呼び出しを介して取得することが
できます。ただし Cost Explorer では、デフォルトでは特定のテーブルに関連するコストでフィルタリング
またはグループ化することができません。このセクションでは、タグ付けを使用して Cost Explorer で個々
のテーブルのコスト分析を実行する方法を説明します。

トピック
• 単一の Amazon Keyspaces テーブルのコストを表示する方法 (p. 159)
• Cost Explorer のデフォルトビュー (p. 159)
• Cost Explorer でのテーブルタグの使用方法および適用方法 (p. 160)

単一の Amazon Keyspaces テーブルのコストを表示する方法
Amazon Keyspaces コンソールとGetTable API はどちらも、プライマリキースキーマ、テーブルのサイ
ズと行数など、単一のテーブルに関する情報を表示します。テーブルのサイズから、テーブルの月々のス
トレージコストを計算することができます。たとえば、us-east-1 では 1 GB あたり 0.25 USDAWS リー
ジョン です。

テーブルがプロビジョンドキャパシティーモードを使用している場合は、現在の読み込み容量ユニット 
(RCU) と書き込み容量ユニット (WCU) の設定も返されます。これらを使用してテーブルの現在の読み取
りと書き込みのコストを計算することもできますが、特にテーブルが Application Auto Scaling で設定され
ている場合、これらのコストは変わる可能性があります。

Note

テーブルがオンデマンドキャパシティモードを使用している場合はGetTable、スループットコ
ストが、ある期間内のプロビジョニングされた使用量ではなく、実際の使用量に基づいて請求さ
れるためです。

Cost Explorer のデフォルトビュー
Cost Explorer のデフォルトビューには、スループットやストレージなどの消費されたリソースのコストを
示すグラフが表示されます。これらのコストは、月ごとや日ごとの合計など、期間ごとにグループ化する
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ことを選択できます。ストレージ、読み取り、書き込み、その他のカテゴリのコストも分類して比較でき
ます。

Cost Explorer でのテーブルタグの使用方法および適用方法
デフォルトでは、Cost Explorer は複数のテーブルのコストを合計にまとめるため、特定の 1 つのテーブ
ルのコストの概要は表示されません。ただし、AWS リソースへのタグ付けを使用すると、メタデータタ
グで各テーブルを識別できます。タグとは、プロジェクトや部門に属するすべてのリソースを識別する
など、さまざまな目的に使用できるキーと値のペアです。この例では、という名前のテーブルを使用しま
すMyTable。

1. table_name のキーとの値を使用してタグを設定しますMyTable。
2. Cost Explorer 内でタグをアクティブ化し、タグ値でフィルタリングすると、各テーブルのコストをよ

り明確に把握できます。

Note

タグが Cost Explorer に表示され始めるまでには、1～2 日かかる場合があります。

メタデータタグは、コンソールで自分で設定することも、AWS CLIまたはAWS SDK を使用してプログラ
ム的に設定することもできます。組織の新しいテーブル作成プロセスの一環として、table_name タグの設
定を義務付けることを検討してください。

テーブルキャパシティモードの評価
このセクションでは、Amazon Keyspaces テーブルで、適切なキャパシティモードを選択する方法の概要
を説明します。各モードは、スループットの変化に対する応答性や使用に対する請求方法という点で、さ
まざまなワークロードのニーズを満たすように調整されています。決定を下す際には、これらの要素のバ
ランスを取る必要があります。

トピック
• 利用可能なテーブルキャパシティモード (p. 161)
• オンデマンドキャパシティモードを選択する場合 (p. 161)
• プロビジョンドキャパシティモードを選択する場合 (p. 162)
• テーブルキャパシティモードを選択する際に考慮すべきその他の要素 (p. 163)
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利用可能なテーブルキャパシティモード
Amazon Keyspaces テーブルを作成する場合、オンデマンドまたはプロビジョンドキャパシティモードの
いずれかを選択する必要があります。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. 128)」を参照してください。

オンデマンドキャパシティモード

オンデマンドキャパシティモードは、Amazon Keyspaces テーブルのキャパシティをプランニングまたは
プロビジョニングする必要がないように設計されています。このモードでは、テーブルはリクエストに即
座に対応します。リソースをスケールアップまたはスケールダウンする必要はありません (テーブルの以
前のピークスループットの最大 2 倍まで)。

オンデマンドテーブルは、テーブルに対する実際のリクエスト数をカウントして請求されるため、お支払
いいただくのは、プロビジョニングされたものではなく、実際に使用した分のみです。

プロビジョンドキャパシティモード

プロビジョンドキャパシティモードはより従来型のモデルで、リクエストに対して利用できるテーブルの
キャパシティを直接、またはアプリケーションの Auto Scaling を使って定義できます。特定のキャパシ
ティが指定された時間にテーブルにプロビジョニングされるため、請求はリクエスト数ではなく、プロビ
ジョニングされたキャパシティに基づいて行われます。割り当てられたキャパシティを超えると、テーブ
ルがリクエストを拒否し、アプリケーションのユーザーエクスペリエンスが低下する可能性があります。

プロビジョンドキャパシティモードでは、テーブルのオーバープロビジョニングを避ける、あるいはプロ
ビジョニングを不足させないというバランスが必要になります。

オンデマンドキャパシティモードを選択する場合
コストを最適化する際、次のグラフに示すようなワークロードが予測不可能な場合は、オンデマンドモー
ドが最適です。

この種のワークロードには、次の要素が影響します。

• リクエストのタイミングが予測できない (トラフィックの急増につながる)
• リクエストの量が変動する (バッチワークロードに起因)
• 一定時間、ゼロまで低下する、またはピーク時の 18% を下回る (開発環境またはテスト環境に起因)

上記の特性を持つワークロードでは、Application Auto Scaling を使用してテーブルがトラフィックの急増
に対応するのに十分な容量を維持すると、望ましくない結果になる可能性があります。テーブルが過剰に
プロビジョニングされ、必要以上にコストがかかっているか、テーブルのプロビジョニングが不十分で、
リクエストによって不必要な低容量スループットエラーが発生する可能性があります。このような場合
は、オンデマンドテーブルが適しています。
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オンデマンドテーブルはリクエストに応じて請求されるため、コストを最適化するためにテーブルレベル
でこれ以上何かを行う必要はありません。オンデマンドテーブルを定期的に評価して、ワークロードに上
記の特徴がいまだに残っていることを確認する必要があります。ワークロードが安定したら、コストを最
適化するためにプロビジョンドモードに変更することを検討してください。

プロビジョンドキャパシティモードを選択する場合
プロビジョンドキャパシティモードに最適なワークロードは、以下のグラフに示すように、使用パターン
がより予測可能な場合です。

ワークロードを予測するには、次の要素が影響します。

• 特定の時間または 1 日のトラフィックが予測可能/周期的
• トラフィックの急増が短期間で限定的

一定時間内または 1 日のトラフィック量が安定しているため、プロビジョンドキャパシティは、テーブル
で実際に消費されるキャパシティに比較的近い値に設定できます。プロビジョンドキャパシティテーブル
のコストを最適化することは、最終的には、ThrottledRequestsテーブルのイベントを増やすことな
く、プロビジョンドキャパシティ (青色の線) を消費キャパシティ (オレンジ色の線) にできるだけ近づける
ための練習になります。2 つの線の間にある空白は、未使用のキャパシティであると同時に、スループッ
ト不足によるキャパシティエラーによるユーザーエクスペリエンスの低下に備えた保険でもあります。

Amazon Keyspaces は、Application Auto Scaling を提供しており、ユーザーに代わって自動的にプロビ
ジョンドキャパシティテーブルのバランスを調整します。1 日を通して消費されたキャパシティを追跡
し、いくつかの変数に基づいてテーブルのプロビジョンドキャパシティを設定できます。

キャパシティユニットの最小数

テーブルの最小キャパシティを設定して、スループットキャパシティ不足エラーの発生を制限することは
できますが、これによってテーブルのコストが削減されるわけではありません。テーブルの使用量が少
ない期間が続いた後に突然使用量が急増した場合、最小値を設定しておくと、アプリケーションの Auto 
Scaling がテーブルキャパシティを低く設定しすぎるのを防ぐことができます。

キャパシティユニットの最大数

テーブルの最大キャパシティを設定すると、テーブルが意図したより大きくスケールしてしまうことを制
限できます。大規模な負荷テストを実施しない開発テーブルまたはテストテーブルには最大値を適用する
ことを検討してください。最大数はどのテーブルにも設定できますが、本番環境で使用する場合は、誤っ
てスループットキャパシティ不足エラーが発生しないように、この設定をテーブルのベースラインと照ら
し合わせて定期的に評価してください。

目標使用率

テーブルの目標使用率を設定することは、プロビジョンドキャパシティテーブルのコストを最適化するた
めの主な手段です。ここでパーセント値を低く設定すると、テーブルでオーバープロビジョニングされ
るキャパシティが増え、コストが増加しますが、スループットキャパシティエラーのリスクは軽減されま
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す。パーセンテージ値を高く設定すると、テーブルがオーバープロビジョニングされる度合いは減ります
が、スループット容量不足エラーのリスクが高まります。

テーブルキャパシティモードを選択する際に考慮すべきその他の
要素
2 つのキャパシティモードのどちらかを決める際には、考慮すべき点が他にもいくつかあります。

2 つのテーブルモードのどちらかを決める際には、この追加のdiscount がテーブルのコストに与える影響
を考慮してください。多くの場合、比較的予測が困難なワークロードでも、リザーブドキャパシティを利
用してオーバープロビジョニングされたプロビジョンドキャパシティテーブルで実行する方が費用対効果
が高くなります。

ワークロードの予測可能性の向上

状況によっては、ワークロードに予測可能なパターンと予測不可能なパターンの両方があるように見える
ことがあります。これはオンデマンドテーブルで簡単にサポートできますが、ワークロードの予測不可能
なパターンを改善できれば、コストも削減できる可能性があります。

これらのパターンの最も一般的な原因の 1 つは、バッチインポートです。このタイプのトラフィックで
は、ワークロードを実行するとスループットキャパシティが不足するというエラーが発生してしまうほ
ど、テーブルのベースラインキャパシティを超えることがよくあります。このようなワークロードをプロ
ビジョンドキャパシティテーブルで実行し続ける場合は、次のオプションを検討してください。

• スケジュールされた時間にバッチが行われる場合は、バッチの実行前に auto Scaling のキャパシティを
増やすようにスケジュールできます。

• バッチがランダムに行われる場合は、できるだけ速く実行するよりも、実行する時間を延長することを
検討してください。

• Application Auto Scaling がテーブルキャパシティの調整を開始できるようになるまで、インポートの速
度を小さく開始し、数分かけてゆっくりと速度を上げていくランプアップ時間をインポートに追加しま
す。

テーブルの Application Auto Scaling 設定を評価する
このセクションでは、Amazon Keyspaces テーブルのアプリケーションの Auto Scaling 設定を評価する方
法の概要を説明します。Amazon Keyspaces Application Auto Scaling (p. 133) は、アプリケーショントラ
フィックとターゲット使用率メトリクスに基づいてテーブルのスループットを管理する機能です。これに
より、テーブルがアプリケーションパターンに必要なキャパシティを確保できるようになります。

アプリケーションの Auto Scaling サービスは現在のテーブル使用率をモニタリングし、ターゲット使用率
値と比較しますTargetValue。割り当てられたキャパシティを増減する時期になると、通知されます。

トピック
• Application Auto Scaling 設定を理解する (p. 163)
• ターゲット使用率が低い (50% 未満) テーブルを特定する方法 (p. 164)
• 季節変動のあるワークロードに対処する方法 (p. 165)
• パターンが不明な急増するワークロードに対処する方法 (p. 168)
• リンクされたアプリケーションのワークロードに対応する方法 (p. 168)

Application Auto Scaling 設定を理解する
ターゲット使用率、初期ステップ、最終値の正しい値を定義するには、運用チームの関与が必要です。こ
れにより、アプリケーションの Application Auto Scaling ポリシーのトリガーに使用されるアプリケーショ
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ンの使用履歴に基づいて値を適切に定義することができます。ターゲット使用率は、アプリケーションの 
Auto Scaling ルールが適用される前の期間に満たす必要がある合計キャパシティの割合です。

高いターゲット使用率 (90% 前後) を設定すると、アプリケーションの Auto Scaling がアクティブにな
る前に、一定期間トラフィックが 90% を超える必要があります。アプリケーションが常に一定で、トラ
フィックが急増しない場合を除いて、高いターゲット使用率を使用しないでください。

非常に低い使用率 (50% 未満) を設定すると、アプリケーションの Auto Scaling ポリシーをトリガーする
前に、アプリケーションがプロビジョニングされたキャパシティの 50% に達する必要があります。アプリ
ケーショントラフィックが非常に速い速度で増加しない限り、これは通常、キャパシティの未使用および
リソースの浪費につながります。

ターゲット使用率が低い (50% 未満) テーブルを特定する方法
AWS CLIまたはAWS Management Consoleを使用して、Amazon KeyspacesTargetValues リソース内
の Application Auto Scaling ポリシーのモニタリングと識別を行うことができます。

AWS CLI

1. リソースのリスト全体を返すには、次のコマンドを実行します。

aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace cassandra

このコマンドは、任意の Amazon Keyspaces リソースに発行された Application Auto Scaling 
ポリシーのリスト全体を返します。特定のテーブルからのみリソースを取得する場合は、–
resource-id parameter を追加できます。例:

aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace cassandra 
 --resource-id "keyspace/keyspace-name/table/table-name”

2. 特定のテーブルの auto Scaling ポリシーのみを返すには、次のコマンドを実行します。

aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace cassandra 
 --resource-id "keyspace/keyspace-name/table/table-name”

Application Auto Scaling ポリシーの値は以下のとおりです。オーバープロビジョニングを避ける
ため、ターゲット値を 50% 以上に設定する必要があります。次のような結果を取得します。

{ 
    "ScalingPolicies": [ 
        { 
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:<region>:<account-
id>:scalingPolicy:<uuid>:resource/keyspaces/table/table-name-scaling-policy", 
            "PolicyName": $<full-gsi-name>”, 
            "ServiceNamespace": "cassandra", 
            "ResourceId": "keyspace/keyspace-name/table/table-name", 
            "ScalableDimension": "cassandra:index:WriteCapacityUnits", 
            "PolicyType": "TargetTrackingScaling", 
            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": { 
                 "TargetValue": 70.0, 
                "PredefinedMetricSpecification": { 
                    "PredefinedMetricType": "KeyspacesWriteCapacityUtilization" 
                } 
            }, 
            "Alarms": [ 
                ... 
            ], 
            "CreationTime": "2022-03-04T16:23:48.641000+10:00" 
        }, 
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        { 
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:<region>:<account-
id>:scalingPolicy:<uuid>:resource/keyspaces/table/table-name/index/<index-
name>:policyName/$<full-gsi-name>-scaling-policy", 
            "PolicyName":$<full-table-name>”, 
            "ServiceNamespace": "cassandra", 
            "ResourceId": "keyspace/keyspace-name/table/table-name", 
            "ScalableDimension": "cassandra:index:ReadCapacityUnits", 
            "PolicyType": "TargetTrackingScaling", 
            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": { 
                 "TargetValue": 70.0, 
                "PredefinedMetricSpecification": { 
                    "PredefinedMetricType": "CassandraReadCapacityUtilization" 
                } 
            }, 
            "Alarms": [ 
                ... 
            ], 
            "CreationTime": "2022-03-04T16:23:47.820000+10:00" 
        } 
    ]
} 
               

AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにログインし、「はじめに」 CloudWatch のサービスページに移動し
ますAWS Management Console。AWS リージョン必要に応じて、適切なオプションを選択しま
す。

2. 左のナビゲーションバーで、[Tables] (テーブル) を選択します。[Tables] (テーブル) ページで、
テーブルの [Name] (名) を選択します。

3. [容量] タブの [テーブルの詳細] ページで、テーブルのApplication Auto Scaling 設定を確認しま
す。

ターゲット使用率が 50% 以下の場合は、テーブルの使用率メトリクスを調べて、プロビジョニングが不十
分か過剰か (p. 173)を確認する必要があります。

季節変動のあるワークロードに対処する方法
次のシナリオを考えてみましょう。アプリケーションはほとんどの場合最小平均値で動作していますが、
ターゲット使用率は低いため、アプリケーションは 1 日の特定の時間に発生するイベントに迅速に対応で
き、十分なキャパシティがあり、スロットリングを回避できます。これは、アプリケーションが通常の勤
務時間 (午前 9 時～午後 5 時) には非常にビジーで、勤務時間外には基本的なレベルで動作する場合に一般
的なシナリオです。一部のユーザーは午前 9 時前に接続を開始するため、アプリケーションはこの低いし
きい値を使用して、ピーク時に必要なキャパシティに達するようにすばやく拡張します。

このシナリオは次のようなものです。

• 午後 5 時から午前 9 時までの間、ConsumedWriteCapacityUnits ユニットの単位は 90 から 100 の
間にとどまる

• ユーザーが午前 9 時前にアプリケーションに接続し始めると、キャパシティユニットが大幅に増加する 
(最大値は 1500 WCU)

• 勤務時間中のアプリケーション使用量は、平均して 800～1,200 の間で推移する

前述のシナリオがアプリケーションに当てはまる場合は、スケジュールされたアプリケーションの auto 
Scaling の使用を検討してください。この場合、テーブルにはアプリケーションの Auto Scaling ルールを
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設定できますが、ターゲット使用率はそれほど高くなく、必要な間隔で追加のキャパシティのみをプロビ
ジョニングできます。

を使用して以下の手順を実行し、時間帯と曜日に基づいて実行されるスケジュールされた auto Scaling 
ルールを作成することができます。AWS CLI

1. Amazon KeyspacesApplication Auto Scaling テーブルをスケーラブルなターゲットとして登録しま
す。スケーラブルなターゲットは、Application Auto Scaling でスケールアウトまたはスケールインで
きるリソースです。

aws application-autoscaling register-scalable-target \ 
    --service-namespace cassandra \ 
    --scalable-dimension cassandra:table:WriteCapacityUnits \ 
    --resource-id keyspace/keyspace-name/table/table-name \ 
    --min-capacity 90 \ 
    --max-capacity 1500

2. 要件に従ってスケジュールされたアクションをセットアップします。

このシナリオに対応するには、2 つのルールが必要です。1 つはスケールアップ用、もう 1 つはス
ケールダウン用です。スケジュールされたアクションをスケールアップするための最初のルールは、
次の例で示します。

aws application-autoscaling put-scheduled-action \ 
    --service-namespace cassandra \ 
    --scalable-dimension cassandra:table:WriteCapacityUnits \ 
    --resource-id keyspace/keyspace-name/table/table-name \ 
    --scheduled-action-name my-8-5-scheduled-action \ 
    --scalable-target-action MinCapacity=800,MaxCapacity=1500 \ 
    --schedule "cron(45 8 ? * MON-FRI *)" \ 
    --timezone "Australia/Brisbane"

この例では、スケジュールされたアクションをスケールダウンするための 2 つ目のルールを示しま
す。

aws application-autoscaling put-scheduled-action \ 
    --service-namespace cassandra \ 
    --scalable-dimension cassandra:table:WriteCapacityUnits \ 
    --resource-id keyspace/keyspace-name/table/table-name \ 
    --scheduled-action-name my-5-8-scheduled-down-action \ 
    --scalable-target-action MinCapacity=90,MaxCapacity=1500 \ 
    --schedule "cron(15 17 ? * MON-FRI *)" \ 
    --timezone "Australia/Brisbane"

3. 次のコマンドを実行して、両方のルールがアクティブになっていることを確認します。

aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace cassandra

次のような結果が表示されます。

{ 
    "ScheduledActions": [ 
        { 
            "ScheduledActionName": "my-5-8-scheduled-down-action", 
            "ScheduledActionARN": 
 "arn:aws:autoscaling:<region>:<account>:scheduledAction:<uuid>:resource/keyspaces/
table/table-name:scheduledActionName/my-5-8-scheduled-down-action", 
            "ServiceNamespace": "cassandra", 
            "Schedule": "cron(15 17 ? * MON-FRI *)", 
            "Timezone": "Australia/Brisbane", 
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            "ResourceId": "keyspace/keyspace-name/table/table-name", 
            "ScalableDimension": "cassandra:table:WriteCapacityUnits", 
            "ScalableTargetAction": { 
                "MinCapacity": 90, 
                "MaxCapacity": 1500 
            }, 
            "CreationTime": "2022-03-15T17:30:25.100000+10:00" 
        }, 
        { 
            "ScheduledActionName": "my-8-5-scheduled-action", 
            "ScheduledActionARN": 
 "arn:aws:autoscaling:<region>:<account>:scheduledAction:<uuid>:resource/keyspaces/
table/table-name:scheduledActionName/my-8-5-scheduled-action", 
            "ServiceNamespace": "cassandra", 
            "Schedule": "cron(45 8 ? * MON-FRI *)", 
            "Timezone": "Australia/Brisbane", 
            "ResourceId": "keyspace/keyspace-name/table/table-name", 
            "ScalableDimension": "cassandra:table:WriteCapacityUnits", 
            "ScalableTargetAction": { 
                "MinCapacity": 800, 
                "MaxCapacity": 1500 
            }, 
            "CreationTime": "2022-03-15T17:28:57.816000+10:00" 
        } 
    ]
}

次の図は、常に 70% のターゲット使用率を維持するサンプルワークロードを示しています。auto Scaling 
ルールが適用され、スループットが低下していないことに注目してください。

拡大すると、アプリケーションにスパイクが発生して Auto Scaling のしきい値が 70% に達し、Auto 
Scaling が強制的に開始され、テーブルに必要な追加キャパシティが提供されたことがわかります。スケ
ジュールされた Auto Scaling アクションは最大値と最小値に影響するので、設定するのはユーザーの責任
です。
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パターンが不明な急増するワークロードに対処する方法
このシナリオでは、アプリケーションのパターンがまだわからないため、アプリケーションのターゲット
使用率が非常に低く、ワークロードで低キャパシティのスループットエラーが発生しないようにする必要
があります。

代わりにオンデマンドキャパシティモード (p. 129)を使用することを検討してください。オンデマンド
テーブルは、トラフィックパターンが不明で急増するワークロードに最適です。オンデマンドキャパシ
ティモードでは、アプリケーションがテーブルに対して実行するデータの読み取りと書き込みに対して、
リクエストごとに料金を支払います。Amazon Keyspaces はワークロードの増減に即座に対応するため、
アプリケーションに期待する読み取りと書き込みのスループットを指定する必要はありません。

リンクされたアプリケーションのワークロードに対応する方法
このシナリオでは、アプリケーションは他のシステムに依存します。例えば、バッチ処理シナリオでは、
アプリケーションロジックのイベントに応じてトラフィックが大幅に急増する可能性があります。

TargetValues特定のニーズに応じて、テーブルのキャパシティを増やすことができる、これらのイベ
ントに反応するカスタムアプリケーションの auto-scaling ロジックの開発を検討してください。Amazon 
EventBridgeや Step FunctionsAWS のようなを組み合わせることで、特定のアプリケーションのニーズに
対応することができます。

未使用のリソースを特定する
このセクションでは、未使用のリソースを定期的に評価する方法の概要を説明します。アプリケーション
の要件が変化するにつれて、未使用のリソースによって不要な Amazon Keyspaces のコストが生じないよ
うにする必要があります。以下に説明する手順では、Amazon CloudWatch メトリクスを使用して未使用
のリソースを特定し、コストを削減するための対策を講じます。
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を使用して Amazon Keyspaces をモニタリングすることで CloudWatch、Amazon Keyspaces から 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
統計は一定期間保持されるため、履歴情報にアクセスして使用率をより正確に調べることができます。デ
フォルトでは、Amazon Keyspaces CloudWatch メトリクスデータは自動的にに送信されます。詳細につ
いては、「Amazon CloudWatch とは」を参照してください。 および Amazon  CloudWatch ユーザーガイ
ドのメトリックスの保存。

トピック
• 未使用のリソースを特定する方法 (p. 169)
• 未使用のテーブルリソースを特定する (p. 169)
• 未使用のテーブルリソースをクリーンアップする (p. 171)
• point-in-time 未使用のリカバリ (PITR) バックアップのクリーンアップ (p. 172)

未使用のリソースを特定する方法
未使用のテーブルを特定するには、30 CloudWatch 日間にわたって以下のメトリクスを調べ、特定のテー
ブルでアクティブな読み込みまたは書き込みがあるかどうかを調べることができます。

ConsumedReadCapacityUnits

指定された期間に消費された読み込みキャパシティユニットの数。消費されたキャパシティの使用量を追
跡できます。テーブルの読み込み消費キャパシティの合計を取得できます。

ConsumedWriteCapacityUnits

指定され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。消費されたキャパシティの使用量を追
跡できます。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。

未使用のテーブルリソースを特定する
Amazon CloudWatch は、モニタリングおよびオブザーバビリティサービスで、未使用のリソースの特定
に使用する Amazon Keyspaces テーブルのメトリクスを提供します。 CloudWatch メトリクスは、AWS 
Management Consoleとを使って表示できますAWS Command Line Interface。

AWS Command Line Interface

AWS Command Line Interface を使ってテーブルのメトリクスを表示する場合は、次のコマンドを使
用できます。

1. まず、テーブルの読み込みを評価します。
Note

そのテーブル名がアカウント内で一意でない場合は、キースペースの名前も指定する必
要があります。

aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedReadCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-
time> --period <period> --namespace AWS/Cassandra --statistics Sum --
dimensions Name=TableName,Value=<table-name>

テーブルが未使用と誤って識別されないようにするには、長期間にわたってメトリクスの評価を
行います。30 日間などの適切な開始時刻と終了時刻の範囲、および 86400 などの適切な期間を
選択します。

返されるデータで、[Sum] (合計) が 0 を超える場合は、評価対象のテーブルがその期間に受信し
た読み込みトラフィックを示します。
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次の結果は、評価期間中に読み込みトラフィックを受信したテーブルを示しています。

        { 
            "Timestamp": "2022-08-25T19:40:00Z", 
            "Sum": 36023355.0, 
            "Unit": "Count" 
        }, 
        { 
            "Timestamp": "2022-08-12T19:40:00Z", 
            "Sum": 38025777.5, 
            "Unit": "Count" 
        },

次の結果は、評価期間中に読み込みトラフィックを受信しなかったテーブルを示しています。

        { 
            "Timestamp": "2022-08-01T19:50:00Z", 
            "Sum": 0.0, 
            "Unit": "Count" 
        }, 
        { 
            "Timestamp": "2022-08-20T19:50:00Z", 
            "Sum": 0.0, 
            "Unit": "Count" 
        },

2. 次に、テーブルの書き込みを評価します。

aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedWriteCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-
time> --period <period> --namespace AWS/Cassandra --statistics Sum --
dimensions Name=TableName,Value=<table-name>

テーブルが未使用と誤って識別されないようにするには、長期間にわたってメトリクスを評価す
る必要があります。30 日間などの適切な開始時刻と終了時刻の範囲、および 86400 などの適切
な期間を選択します。

返されるデータで、[Sum] (合計) が 0 を超える場合は、評価対象のテーブルがその期間に受信し
た読み込みトラフィックを示します。

次の結果は、評価期間中に書き込みトラフィックを受信したテーブルを示しています。

        { 
            "Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z", 
            "Sum": 41014457.0, 
            "Unit": "Count" 
        }, 
        { 
            "Timestamp": "2022-08-18T20:15:00Z", 
            "Sum": 40048531.0, 
            "Unit": "Count" 
        },

次の結果は、評価期間中に書き込みトラフィックを受信しなかったテーブルを示しています。

        { 
            "Timestamp": "2022-07-31T20:15:00Z", 
            "Sum": 0.0, 
            "Unit": "Count" 

170



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

未使用のリソースを特定する

        }, 
        { 
            "Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z", 
            "Sum": 0.0, 
            "Unit": "Count" 
        },

AWS Management Console

次のステップでは、を使用してリソースの使用率を評価できますAWS Management Console。

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 
CloudWatch  のサービスページに移動します。必要に応じて、AWS リージョンコンソールの右上
で適切なオプションを選択します。

2. 左側のナビゲーションバーで [メトリクス] セクションを見つけて、[すべてのメトリクス] を選択
します。

3. これにより、2 つのパネルで構成されるダッシュボードが開きます。上部のパネルには、現在グ
ラフ化されているメトリクスが表示されます。下部のパネルでは、グラフ化できるメトリクスを
選択できます。下部のパネルで Amazon Keyspaces を選択します。

4. Amazon Keyspaces のメトリックス選択パネルで、テーブルメトリックカテゴリを選択すると、
現在のリージョンのテーブルのメトリックが表示されます。

5. メニューを下にスクロールしてテーブル名を確認
し、ConsumedReadCapacityUnitsConsumedWriteCapacityUnitsテーブル用のメトリクス
を選択します。

6. 「グラフ化された指標 (2)」タブを選択し、「統計」列を「合計」に調整します。
7. テーブルが未使用と誤って識別されないようにするには、長期間にわたってテーブルメトリクス

を評価してください。グラフパネルの上部で、1 か月などの適切な時間枠を選択して表を評価し
ます。[カスタム] を選択し、ドロップダウンメニューで [1 か月] を選択し、[適用] を選択します。

8. テーブルのグラフ化されたメトリクスを評価して、使用されているかどうかを判断します。0 を
超えるメトリクスは、評価期間中にテーブルが使用されたことを示します。読み込みと書き込み
の両方が 0 の平らなグラフは、テーブルが未使用であることを示します。

未使用のテーブルリソースをクリーンアップする
未使用のテーブルリソースを特定したら、次の方法でその継続的なコストを削減できます。

Note

未使用のテーブルを特定したものの、将来アクセスする必要が生じた場合に備えて使用できるよ
うにしておきたい場合は、オンデマンドモードに切り替えることを検討してください。タグを付
けない場合は、テーブルを削除することを検討できます。

キャパシティモード

Amazon Keyspaces テーブル内のデータの読み込み、書き込み、保存には料金がかかります。

Amazon Keyspaces には 2 つのキャパシティモードがあり (p. 128)、テーブルで読み込みおよび書き込み
を処理するための特定の請求オプションがあります。読み取り/書き込みキャパシティーモードは、読み取
りおよび書き込みスループットの課金方法と容量の管理方法を制御します。

オンデマンドモードのテーブルでは、アプリケーションで実行することが予測される読み込みおよび書き
込みスループットを指定する必要はありません。Amazon Keyspaces では、読み込みリクエスト単位と書
き込みリクエスト単位に関して、アプリケーションがテーブルに対して実行する読み込みと書き込みに対
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して料金が請求されます。テーブルにアクティビティがない場合、スループットに対する支払いは発生し
ませんが、ストレージ料金は発生します。

テーブルの削除

未使用のテーブルを発見し、それを削除する場合は、まずバックアップを作成するか、データをエクス
ポートすることを検討してください。

バックアップでは、AWS Backupコールドストレージの階層化を活用できるため、コストをさらに削減で
きます。ライフサイクルを使用してバックアップをコールドストレージに移動する方法については、バッ
クアッププランの管理ドキュメントを参照してください。

テーブルをバックアップしたら、AWS Management Console または AWS Command Line Interface を使
用してテーブルを削除できます。

point-in-time 未使用のリカバリ (PITR) バックアップのクリーン
アップ
Amazon Keyspaces では Point-in-time リカバリを利用できるため、35 日間の継続的バックアップを利用
できるため、意図しない書き込みや削除を防ぐことができます。PITR バックアップには、関連するコスト
があります。

「」および「」のマニュアルを参照して、Point-in-time リカバリ (p. 198)不要になった可能性のあるバッ
クアップがテーブルで有効になっているかどうかを確認してください。

テーブルの使用パターンを評価する
このセクションでは、Amazon Keyspaces テーブルを効率的に使用しているかどうかを評価する方法の概
要を説明します。Amazon Keyspaces には最適ではない特定の使用パターンがあり、パフォーマンスとコ
ストの両方の観点から最適化の余地があります。

トピック
• 強力な整合性のある読み込みオペレーションの数を減らす (p. 172)
• 有効期限 (TTL) の有効化 (p. 172)

強力な整合性のある読み込みオペレーションの数を減らす
Amazon Keyspaces では、リクエストごとに読み込み整合性 (p. 14)を設定できます。デフォルトでは、読
み込みリクエストは結果的に整合性が保たれます。結果整合性のある読み込みは、最大 4 KB のデータに
対して 0.5 RCU で課金されます。

分散型ワークロードのほとんどの部分は柔軟性があり、最終的な一貫性を許容できます。ただし、強力な
整合性のある読み込みを必要とするアクセスパターンもあり得ます。強力な整合性のある読み込みには、
最大 4 KB のデータに対して 1 RCU の料金が課金されるため、読み込みコストは実質的に 2 倍になりま
す。Amazon Keyspaces では、同じテーブルで両方の整合性モデルを柔軟に使用できます。

ワークロードとアプリケーションコードを評価して、強力な整合性のある読み込みが必要な場合にのみ使
用されているかどうかを確認できます。

有効期限 (TTL) の有効化
の有効期限 (TTL) (p. 211) 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。
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適切なサイズのプロビジョニングを行うために、プロ
ビジョンドキャパシティを評価する
このセクションでは、Amazon Keyspaces テーブルで、適切なサイズのプロビジョニングが行われている
かどうかを評価する方法の概要を説明します。ワークロードの変化に応じて、運用手順を適切に変更する
必要があります。特に Amazon Keyspaces テーブルがプロビジョニングモードで設定されていて、テー
ブルを過剰にプロビジョニングしたり、プロビジョニング不足になったりするリスクがある場合はそうで
す。

このセクションで説明する手順では、本稼働アプリケーションをサポートしている Amazon Keyspaces 
テーブルから取得する必要がある統計情報が必要です。アプリケーションの動作を理解するには、アプ
リケーションのデータの季節性を把握するのに十分な期間を定義する必要があります。たとえば、アプリ
ケーションに週単位のパターンが見られる場合は、3 週間の期間を使用することで、アプリケーションの
スループットニーズを分析するための十分な余裕が得られます。

何から始めればよいかわからない場合は、以下の計算に少なくとも 1 か月分のデータ使用量を使用してく
ださい。

容量を評価する際、Amazon Keyspaces テーブルでは、読み込み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) を個別に設定できます。

トピック
• Amazon Keyspaces テーブルから消費メトリクスを取得する方法 (p. 173)
• プロビジョニング不足の Amazon Keyspaces テーブルを識別する方法 (p. 178)
• 過剰にプロビジョニングされた Amazon Keyspaces テーブルを識別する方法 (p. 179)

Amazon Keyspaces テーブルから消費メトリクスを取得する方法
テーブルの容量を評価するには、 CloudWatch 次のメトリクスをモニタリングし、適切なディメンション
を選択してテーブル情報を取得します。

読み込みキャパシティーユニット 書き込みキャパシティーユニット

ConsumedReadCapacityUnits ConsumedWriteCapacityUnits

ProvisionedReadCapacityUnits ProvisionedWriteCapacityUnits

ReadThrottleEvents WriteThrottleEvents

この操作は、AWS CLI または AWS Management Console で実行できます。

AWS CLI

テーブル消費メトリクスを取得する前に、まず CloudWatch API を使用して履歴データポイントを取
得する必要があります。

まず、write-calc.json と read-calc.json の 2 つのファイルを作成します。これらのファイル
は表の計算を表します。下の表に示すように、一部のフィールドを環境に合わせて更新する必要があ
ります。

Note

そのテーブル名がアカウント内で一意でない場合は、キースペースの名前も指定する必要が
あります。
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フィールド名 定義 例

<table-name> 分析しているテーブルの名前 SampleTable

<period> 使用率ターゲットの評価に使用
している時間（秒単位）

1 時間の場合は 3600 と指定し
ます

<start-time> ISO8601 形式で指定された評価
間隔の開始

2022-02-21T23:00:00

<end-time> ISO8601 形式で指定された評価
間隔の終了

2022-02-22T06:00:00

書き込み計算ファイルに、指定された日付範囲の期間にプロビジョニングおよび消費された WCU の
数が取得されます。また、分析に使用できる使用率も生成されます。write-calc.jsonファイルの
すべての内容は、次の例のようになります。

{ 
  "MetricDataQueries": [ 
    { 
      "Id": "provisionedWCU", 
      "MetricStat": { 
        "Metric": { 
          "Namespace": "AWS/Cassandra", 
          "MetricName": "ProvisionedWriteCapacityUnits", 
          "Dimensions": [ 
            { 
              "Name": "TableName", 
              "Value": "<table-name>" 
            } 
          ] 
        }, 
        "Period": <period>, 
        "Stat": "Average" 
      }, 
      "Label": "Provisioned", 
      "ReturnData": false 
    }, 
    { 
      "Id": "consumedWCU", 
      "MetricStat": { 
        "Metric": { 
          "Namespace": "AWS/Cassandra", 
          "MetricName": "ConsumedWriteCapacityUnits", 
          "Dimensions": [ 
            { 
              "Name": "TableName", 
              "Value": "<table-name>"" 
            } 
          ] 
        }, 
        "Period": <period>, 
        "Stat": "Sum" 
      }, 
      "Label": "", 
      "ReturnData": false 
    }, 
    { 
      "Id": "m1", 
      "Expression": "consumedWCU/PERIOD(consumedWCU)", 
      "Label": "Consumed WCUs", 
      "ReturnData": false 
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    }, 
    { 
      "Id": "utilizationPercentage", 
      "Expression": "100*(m1/provisionedWCU)", 
      "Label": "Utilization Percentage", 
      "ReturnData": true 
    } 
  ], 
  "StartTime": "<start-time>", 
  "EndTime": "<end-time>", 
  "ScanBy": "TimestampDescending", 
  "MaxDatapoints": 24
}      

読み込み計算ファイルにも同様のメトリクスを使用します。このファイルには、指定された日付範囲
にプロビジョニングおよび消費された RCU の数が取得されます。read-calc.jsonファイルの内容
は次の例のようになります。

{ 
  "MetricDataQueries": [ 
    { 
      "Id": "provisionedRCU", 
      "MetricStat": { 
        "Metric": { 
          "Namespace": "AWS/Cassandra", 
          "MetricName": "ProvisionedReadCapacityUnits", 
          "Dimensions": [ 
            { 
              "Name": "TableName", 
              "Value": "<table-name>" 
            } 
          ] 
        }, 
        "Period": <period>, 
        "Stat": "Average" 
      }, 
      "Label": "Provisioned", 
      "ReturnData": false 
    }, 
    { 
      "Id": "consumedRCU", 
      "MetricStat": { 
        "Metric": { 
          "Namespace": "AWS/Cassandra", 
          "MetricName": "ConsumedReadCapacityUnits", 
          "Dimensions": [ 
            { 
              "Name": "TableName", 
              "Value": "<table-name>" 
            } 
          ] 
        }, 
        "Period": <period>, 
        "Stat": "Sum" 
      }, 
      "Label": "", 
      "ReturnData": false 
    }, 
    { 
      "Id": "m1", 
      "Expression": "consumedRCU/PERIOD(consumedRCU)", 
      "Label": "Consumed RCUs", 
      "ReturnData": false 
    }, 
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    { 
      "Id": "utilizationPercentage", 
      "Expression": "100*(m1/provisionedRCU)", 
      "Label": "Utilization Percentage", 
      "ReturnData": true 
    } 
  ], 
  "StartTime": "<start-time>", 
  "EndTime": "<end-time>", 
  "ScanBy": "TimestampDescending", 
  "MaxDatapoints": 24
}       

ファイルを作成したら、使用率データの取得を開始できます。

1. 書き込み使用率データを取得するには、次のコマンドを実行します。

aws cloudwatch get-metric-data --cli-input-json file://write-calc.json

2. 読み込み使用率データを取得するには、次のコマンドを実行します。

aws cloudwatch get-metric-data --cli-input-json file://read-calc.json

両方のクエリの結果は、分析に使用できる JSON 形式の一連のデータポイントになります。結果は、
指定したデータポイントの数、期間、および特定のワークロードデータによって異なります。次の例
のようになります。

{ 
    "MetricDataResults": [ 
        { 
            "Id": "utilizationPercentage", 
            "Label": "Utilization Percentage", 
            "Timestamps": [ 
                "2022-02-22T05:00:00+00:00", 
                "2022-02-22T04:00:00+00:00", 
                "2022-02-22T03:00:00+00:00", 
                "2022-02-22T02:00:00+00:00", 
                "2022-02-22T01:00:00+00:00", 
                "2022-02-22T00:00:00+00:00", 
                "2022-02-21T23:00:00+00:00" 
            ], 
            "Values": [ 
                91.55364583333333, 
                55.066631944444445, 
                2.6114930555555556, 
                24.9496875, 
                40.94725694444445, 
                25.61819444444444, 
                0.0 
            ], 
            "StatusCode": "Complete" 
        } 
    ], 
    "Messages": []
}      
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Note

短い期間および長い時間範囲を指定する場合、スクリプトのデフォルトで 
24MaxDatapoints に設定されている値を変更する必要があるかもしれません。これは、1 
時間あたり 1 データポイント、1 日あたり 24 データポイントに相当します。

AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにログインし、「はじめに」 CloudWatch のサービスページに移動し
ますAWS Management Console。AWS リージョン必要に応じて、適切なオプションを選択しま
す。

2. 左側のナビゲーションバーの [メトリクス] セクションを見つけて、[すべてのメトリクス] を選択
します。

3. これにより、2 つのパネルで構成されるダッシュボードが開きます。上のパネルにはグラフィッ
クが表示され、下のパネルにはグラフ化するメトリクスが表示されます。Amazon Keyspaces パ
ネルを選択します。

4. サブパネルから「テーブルメトリクス」カテゴリを選択します。これにより、現在のテーブルが
表示されますAWS リージョン。

5. メニューを下にスクロールしてテーブル名を確認し、ConsumedWriteCapacityUnits および
ProvisionedWriteCapacityUnits の書き込みオペレーションメトリクスを選択します。

Note

この例では書き込みオペレーションメトリクスについて説明していますが、これらの手
順を使用して読み込みオペレーションメトリクスをグラフ化することもできます。

6. 数式を変更するには、[Graphed metrics (2)] (グラフ化したメトリクス (2)) タブを選択します。デ
フォルトでは、グラフの統計関数 Average CloudWatch  を選択します。

7. グラフ化された両方のメトリクスを選択した状態 (左側のチェックボックス) で、[Add math] (算
術の追加) メニュー、[Common] (共通) の順に選択し、次に [Percentage] (パーセンテージ) 関数を
選択します。この手順を 2 回繰り返します。

初めてパーセンテージ機能を選択しました。

2回目はパーセンテージ機能を選択します。
8. この時点で、下部のメニューに 4 つのメトリクスが表示されているはずで

す。ConsumedWriteCapacityUnits の計算に取り掛かりましょう。一貫性を保つため
に、AWS CLIセクションで使用した名前と一致させる必要があります。[m1 ID] をクリックし、こ
の値を [ConsumedWCU] に変更します。

9. 統計を Average から Sum に変更します。このアクションによ
り、ANOMALY_DETECTION_BAND という名前の別のメトリクスが自動的に作成されます。こ
の手順の範囲内では、新しく生成された ad1 指標のチェックボックスをオフにすれば無視できま
す。

10. 手順 8 を繰り返して m2 ID の名前を ProvisionedWCU に変更します。統計は [Average] (平均) に
設定したままにします。

11. Expression1 ラベルを選択し、値を m1 に更新し、ラベルを「使用済み WCU」に更新します。

Note

データを正しく視覚化するには、必ず [m1] (左側のチェックボックス) と
[ProvisionedWCU] のみを選択してください。[Details] (詳細) をクリックし、数式を
[consumedWCU/PERIOD(consumedWCU)]」に変更して、数式を更新します。このス
テップで別の [ANOMALY_DETECTION_BAND] メトリクスを生成することもあります
が、この手順の範囲では無視できます。

12. これで 2 つのグラフィックができたはずです。1 つはテーブル上にプロビジョニングされた WCU 
を示し、もう 1 つは消費された WCU を示しています。
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13. Expression2 グラフィック (e2) を選択して、パーセンテージ数式を更新します。ラベルと ID の
名前を utilizationPercentage に変更します。100*(m1/provisionedWCU) と一致するように数式の
名前を変更します。

14. 使用率パターンを視覚化するには、utilizationPercentage 以外のすべてのメトリクスのチェック
ボックスをオフにします。デフォルトの間隔は 1 分に設定されていますが、必要に応じて自由に
変更できます。

得られる結果は、ワークロードの実際のデータによって異なります。使用率が 100% を超える間
隔では、スループットキャパシティが低下するエラーイベントが発生しやすくなります。Amazon 
Keyspaces にはバーストキャパシティ (p. 144)がありますが、バーストキャパシティがなくなるとす
ぐに、100% を超えるものはすべてスループットキャパシティを低くするエラーイベントが発生しま
す。

プロビジョニング不足の Amazon Keyspaces テーブルを識別す
る方法
ほとんどのワークロードでは、テーブルがプロビジョンドキャパシティの 80% 以上を絶えず消費している
場合、そのテーブルはプロビジョニング不足と見なされます。

バーストキャパシティ (p. 144)は Amazon Keyspaces の機能の 1 つで、お客様が当初のプロビジョニング
量よりも多くの (テーブルで定義されている 1 秒あたりのプロビジョニングスループットを超える) RCU/
WCU を一時的に消費できるようにするものです。バーストキャパシティは、特別なイベントや使用量の
急増によるトラフィックの急激な増加を吸収するために作成されました。このバースト容量には制限があ
ります。詳細については、を参照してくださいthe section called “バースト容量” (p. 144)。未使用の RCU 
と WCU がなくなると同時に、プロビジョニングされた容量よりも多くの容量を消費しようとすると、ス
ループットが低くなるというエラーイベントが発生する可能性があります。アプリケーショントラフィッ
クの使用率が 80% に近づくと、低キャパシティスループットエラーイベントが発生するリスクが大幅に高
まります。

80% 使用率ルールは、データの季節性やトラフィックの増加によって異なります。次のシナリオを考えて
みます。

• 過去 12 か月間、トラフィックの使用率が約 90% で安定していれば、テーブルの容量は適切であると言
えます

• アプリケーショントラフィックが 3 か月以内に毎月 8% の割合で増加した場合、100% に到達します
• アプリケーショントラフィックが 4 か月余りで 5% の割合で増加している場合でも、100% に到達しま

す

上記のクエリの結果から、使用率の全体像がわかります。これらを参考にして、必要に応じてテーブルの
容量を増やす方法を選択するのに役立つ他のメトリクス (月間または毎週の増加率など) をさらに評価し
てください。運用チームと協力して、ワークロードとテーブルに適したパーセンテージを定義してくださ
い。

データを毎日または毎週分析すると、データが歪んでしまう特別なシナリオがあります。たとえば、季節
性のアプリケーションで、勤務時間中に使用量が急増する (ただし、勤務時間外はほぼゼロになる) 場合
は、アプリケーションのauto-scaling をスケジュールして時間帯 (および曜日) を指定してプロビジョンド
キャパシティを増やすと効果的です。繁忙期に対応できるように容量を増やすのではなく、季節性がそ
れほどない場合には、Amazon Keyspaces テーブルの auto-scaling (p. 133) 設定を利用することもできま
す。
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過剰にプロビジョニングされた Amazon Keyspaces テーブルを
識別する方法
上記のスクリプトから取得したクエリ結果から、初期分析を実行するために必要なデータポイントが得ら
れます。データセットの使用率が複数の間隔で 20% 未満の値を示す場合は、テーブルが過剰にプロビジョ
ニングされている可能性があります。WCU と RCU の数を減らす必要があるかどうかをさらに明確にする
には、その間隔で他の測定値を見直す必要があります。

テーブルに使用頻度の低い間隔が複数ある場合は、Application Auto Scaling をスケジュールするか、使用
率に基づくテーブルのデフォルトの Application Auto Scaling ポリシーを設定することで、Application Auto 
Scaling ポリシーの使用からメリットが得られます。

使用率が低いのにスロットリング率 (間隔内の Max (ThrottleEvents) /Min (ThrottleEvents) が高いワーク
ロードがある場合、この現象は、ある日 (または時間) にトラフィックが大幅に増加するが一般的にトラ
フィックは常に少ない、非常にスパイクの多いワークロードがある場合に発生する可能性があります。こ
のようなシナリオでは、スケジュールされた Application Auto Scaling を使用すると有益な場合がありま
す。
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ダウンロード

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 にはこれがあり、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. 182)」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. 185)」を参照して
ください。

トピック
• NoSQL Workbench のダウンロード (p. 180)
• NoSQL Workbench の使用開始 (p. 181)
• データモデルを構築する方法 (p. 182)
• データモデルを可視化する方法 (p. 185)
• Amazon Keyspaces と Apache Cassandra にデータモデルをコミットする方法 (p. 188)
• NoSQL Workbench のサンプルデータモデル (p. 195)
• NoSQL Workbench のリリース履歴 (p. 196)

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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はじめに

オペレーティングシステム ダウンロードリンク

macOS macOS 用のダウンロード

Linux* Linux 用のダウンロード

Windows Windows 用のダウンロード

* 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. 182)」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. 184)」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. 182)
• NoSQL Workbench での既存のデータモデルの編集 (p. 184)

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またはを選択できま
すNetworkTopologyStrategy。

• [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. 226)」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. 128)」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. 226)」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. 185) 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またはを選択できま
すNetworkTopologyStrategy。

• [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. 226)」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. 128)」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. 226)」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. 185) 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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データモデルの可視化

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。

186



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

集約ビュー

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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データモデルのコミット

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. 188)」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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開始する前に

トピック
• 開始する前に (p. 189)
• サービス固有の認証情報による Amazon Keyspaces への接続 (p. 190)
• AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報での Amazon Keyspaces への接続 (p. 191)
• 保存済み接続の使用 (p. 193)
• Apache Cassandra へのコミット (p. 194)

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
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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. 190)」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. 191)」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. 18) 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。

190

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-version-4.html


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

IAM 認証情報での接続

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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IAM 認証情報での接続

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

• CLI アクセスには、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが必要です。長期のアクセス
キーの代わりに一時的な認証情報をできるだけ使用します。一時的な認証情報には、アクセス
キー ID、シークレットアクセスキー、および認証情報の失効を示すセキュリティトークンが含
まれています。詳細については、の「AWSアクセスキー管理のベストプラクティス」を参照し
てください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
トのルートユーザー の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公開証明書 —AWS 最初のステップでダウンロードした証明書を指定します。
• [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

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

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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サンプルデータモデル

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. 196)
• クレジットカード取引データモデル (p. 196)
• 航空関連オペレーションデータモデル (p. 196)
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従業員データモデル

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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リリース履歴

変更 説明 日付

NoSQL Workbench プレビュー版
がリリースされました。

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。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。

2020 年 10 月 5 日
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使用方法

Amazon Keyspaces (Apache 
Cassandra 向け)oint-in-time のPリカ
バリ

Point-in-time 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。 point-in-time リカバリにより、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
ルデータを復元することができます。 point-in-time 復元が有効になっているテーブルを削除した場合、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、AWS SDK とAWS Command Line Interface (AWS CLI) を
使用して特定時点 (ポイントインタイム) の状態に復元できます。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. 205)」を参照してください。

Point-in-time 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. 318)」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
• Amazon Keyspaces point-in-time の復元の仕組み (p. 198)
• Amazon Keyspaces テーブルのポイントインタイムリカバリ (p. 205)

Amazon Keyspaces point-in-time の復元の仕組み
このセクションでは、Amazon Keyspaces point-in-time リカバリ (PITR) の仕組みの概要について説明しま
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
• point-in-time リカバリ (PITR) の有効の有効の有効の有効化 (p. 199)
• テーブルの復元に必要な許可 (p. 201)
• PITR 継続的バックアップの時間ウィンドウ  (p. 202)
• PITR 復元設定 (p. 203)
• 暗号化されたテーブルの PITR 復元 (p. 203)
• PITR によるテーブル復元時間 (p. 204)
• Amazon Keyspaces の PITR および AWS サービスとの統合 (p. 204)
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PITR の有効化

point-in-time リカバリ (PITR) の有効の有効の有効の有
効化
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. 「 point-in-time リカバリ設定の編集」セクションで、「Point-in-time リカバリを有効にする」を選択

します。

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. [ point-in-time リカバリ設定の編集] セクションで、[Point-in-time リカバリを有効にする] チェックボッ

クスをオフにします。

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. 205)」を参照してください。

を使用して PITR を有効にするAWS CLI
UpdateTableAPI を使用してテーブルの PITR 設定を管理することができます。

を使用して新規のテーブルを作成する場合AWS CLI、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、AWS CLI次のコマンドを例として使用します。コマン
ドは、読みやすくするために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

point-in-time 回復値を指定しない場合、 point-in-time回復はデフォルトで無効になります。
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point-in-time テーブルのリカバリ設定を確認するには、AWS CLI次のコマンドを使用できます。

aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'

を使用して既存のテーブルの PITR を有効にするにはAWS CLI、次のコマンドを実行します。

aws keyspaces update-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable' --point-in-
time-recovery 'status=ENABLED'

既存のテーブルで PITR を無効にするには、AWS CLI次のコマンドを実行します。

aws keyspaces update-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable' --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。

CQL を使用して PITを有効にする方法による PITR の有効
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

point-in-time 復元カスタムプロパティが指定されていない場合、デフォルトにより、 point-in-time
復元は無効になります。

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. 306)」と「the 
section called “ALTER TABLE” (p. 308)」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. 208)」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. 203)」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、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON policy 
elements: Condition key」(IAM JSON ポリシー要素: 条件キー) を参照してください。

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。

201

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html


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

継続的バックアップ

{ 
   "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. 294)」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. 304)」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
• Amazon CloudWatch メトリクスとアラーム
• 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。
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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 “動作” (p. 234)」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、「AWS CloudTrail での Amazon Keyspaces API コールのログ記録 (p. 284)」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) point-in-time の復元 (PITR) を使用すれば、過去 35 日間の任意
の時点にテーブルデータを復元することができます。このチュートリアルの最初の部分では、Amazon 
Keyspaces コンソール、()、および Cassandra クエリ言語AWS Command Line Interface (AWS CLI) 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。第 2 部では、AWS CLIおよびCQL
を使用して削除されたテーブルを復元する方法を示します。

トピック
• 開始する前に (p. 205)
• テーブルのポイントインタイムリカバリ (コンソール) (p. 205)
• によるテーブルのポイントインタイムリカバリAWS CLI (p. 206)
• CQL によるテーブルのポイントインタイムリカバリ (p. 208)
• による削除済みテーブルの復元AWS CLI (p. 209)
• CQL による削除済みテーブルの復元 (p. 209)

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. 201)」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

この手順は、 point-in-time リカバリを有効にしていることを前提としています。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. 199) 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表の「バックアップ」タブの「Point-in-time リカバリ」セクションで、「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。

によるテーブルのポイントインタイムリカバリ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、PITRmyTable が有効になっているという名前の単純なテーブルを作成しま
す。コマンドは、読みやすい形式にしてあります。

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、のearliestRestorableTimestamp PITR を確認します。

aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'

このコマンドの出力は、以下の出力を返します。

{ 
    "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" 
            }, 
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            { 
                "name": "date", 
                "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を、1 point-in-time 秒間隔で現在の時点までの任意の時点に復元できま
す。earliestRestorableTimestampデフォルトは現在の時刻です。

3. テーブルを復元するには、ISO 8601 形式でを指定します。restore_timestamp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、を省略できますrestore-timestamp。

aws keyspaces restore-table --source-keyspace-name 'myKeyspace' --source-table-name 
 'myTable' --target-keyspace-name 'myKeyspace' --target-table-name 'myTable_restored1'"
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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。

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

この手順は、 point-in-time リカバリを有効にしていることを前提としています。テーブルで PITR 
を有効にするには、「the section called “CQL” (p. 200)」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 earliest_restorable_timestamp現在の時点までの範囲
内の任意の時点に復元できます。デフォルトは現在の時刻です。

point-in-time mytableテーブルのリカバリが有効になっていることを確認するに
は、system_schema_mcs.tables次のようにクエリを実行します。

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、Point-in-time 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. 310)」を参照してください。
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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。

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。

による削除済みテーブルの復元AWS CLI
次の手順は、AWS CLImyTableを使用して削除時点の状態に復元する方法を次の手順に示します。

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、以下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. point-in-time 削除されたテーブルに対してリカバリが有効になっていることを確認するには、システ
ムテーブルのクエリを実行します。 point-in-time リカバリが有効になっているテーブルのみが表示さ
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 Ad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. 211)」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. 213)」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 のデータが保存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 の有効期限 (TTL) (p. 211)
• 有効期限 (TTL) の使い方 (p. 213)

仕組み: Amazon Keyspaces の有効期限 (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. 212)
• 行と列のカスタム TTL 値の設定 (p. 212)
• テーブルでの TTL の有効化 (p. 213)
• Amazon Keyspaces の 有効期限 (TTL) および AWS サービスとの統合 (p. 213)

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. 213)」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の有効
期限 (TTL) を有効にする方法” (p. 216)」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 “INSERT を使用して CQL でカスタムの有効期限 (TTL) 設
定を編集するには” (p. 216)」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 “UPDATE を使用して CQL でカスタムの有効期限 
(TTL) 設定を編集するには” (p. 216)」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 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 TTL メトリクスは Amazon CloudWatch で継続的モニタリングを有効にするために使用できます。

• 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。

CloudWatch のメトリクスのモニタリング方法については、を参照してくださいthe section called “による
モニタリング CloudWatch” (p. 272)。

を使用するとAWS CloudFormation、Amazon Keyspaces ス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) の使い方
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) コンソールまたは CQL を使用して、有効期限 (TTL、Time 
to Live) 設定を有効化、更新、および無効化することができます。

トピック
• デフォルトの有効期限 (TTL) 設定を有効にして新しいテーブルを作成するには (コンソール) (p. 214)
• 既存のテーブルで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. 214)
• 既存のテーブルのデフォルト有効期限 (TTL) 設定を無効にするには (コンソール) (p. 214)
• CQL を使用してデフォルトの有効期限 (TTL) 設定で新しいテーブルを作成するには (p. 215)
• ALTER TABLE を使用して CQL でデフォルトの有効期限 (TTL) 設定を編集するには (p. 215)
• カスタムプロパティを使用して新しいテーブルの有効期限 (TTL) を有効にする方法 (p. 215)
• カスタムプロパティを使用して既存のテーブルの有効期限 (TTL) を有効にする方法 (p. 216)
• INSERT を使用して CQL でカスタムの有効期限 (TTL) 設定を編集するには (p. 216)
• UPDATE を使用して CQL でカスタムの有効期限 (TTL) 設定を編集するには (p. 216)
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デフォルトの有効期限 (TTL) 設定を有効にし
て新しいテーブルを作成するには (コンソール)

デフォルトの有効期限 (TTL) 設定を有効にして新しい
テーブルを作成するには (コンソール)
次の手順に従って、Amazon Keyspaces コンソールを使用し、有効期限設定が有効になっている新規テー
ブルを作成します。

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) を選択して、[Create table] (テーブルの作成) を選択しま
す。

3. [Table details] (テーブルの詳細) セクションの [Create table] (テーブルの作成) ページで、キースペー
スを選択し、新しいテーブルに名前を付けます。

4. [Schema] (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. [Table settings] (テーブルの設定) セクションで、[Customize settings] (設定のカスタマイズ) を選択し

ます。
6. [Data expiration] (データの有効期限) に進みます。

このステップでは、テーブルのデフォルトの TTL 設定を選択します。

[Default TTL period] (デフォルト TTL 期間) で、有効期限を入力し、入力したの時間の単位 (秒、日、
年など) を選択します。Amazon Keyspaces では、値が秒単位で保存されます。

7. [Create table] (テーブルの作成) を選択します。テーブルは、指定したデフォルトの 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、特定の行または列に対して、そのテーブルの
デフォルト TTL 設定をオーバーライドすることができます。

既存のテーブルでデフォルト有効期限 (TTL) 設定を更
新するには (コンソール)
次のステップに従い、Amazon Keyspaces コンソールを使用して、既存のテーブルの有効期限 (TTL) 設定
を更新します。

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. 更新するテーブルを選択し、次に [Edit TTL] (TTL の編集) を選択します。
3. [Default TTL period] (デフォルト TTL 期間) で、有効期限を入力し、入力したの時間の単位 (秒、日、

年など) を選択します。Amazon Keyspaces では、値が秒単位で保存されます。これによって既存の
行の TTL 値が変更されることはありません。

4. TTL 設定が定義されたら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

既存のテーブルのデフォルト有効期限 (TTL) 設定を無
効にするには (コンソール)
次のステップに従い、Amazon Keyspaces の AWS Management Console を使用して既存のテーブルの有
効期限 (TTL) 設定を無効にします。
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CQL を使用してデフォルトの有効期限 
(TTL) 設定で新しい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. 更新するテーブルを選択し、次に [Edit TTL] (TTL の編集) を選択します。
3. [Default TTL Period] (デフォルトの TTL 期間) を選択して、値を 0 (ゼロ) に設定します。これにより、

その後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 設定が定義されたら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

CQL を使用してデフォルトの有効期限 (TTL) 設定で新
しいテーブルを作成するには
デフォルトの TTL 値が 3,024,000 秒 (35 日間) に設定されている新しいテーブルを作成する場合は 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、次の例に示すように、cqlsh describe ステートメントを
使用します。出力では、テーブルのデフォルト TTL 設定が default_time_to_live として表示されま
す。

describe my_table;

ALTER TABLE を使用して CQL でデフォルトの有効
期限 (TTL) 設定を編集するには
既存のテーブルの TTL 設定を 2,592,000 秒 (30 日間) 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、次の例に示すように、cqlsh describe ステートメン
トを使用します。出力では、テーブルのデフォルト TTL 設定が default_time_to_live として表示さ
れます。

describe my_table;

カスタムプロパティを使用して新しいテーブルの有効
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しないで行と列に適用できる有効期限 (TTL) 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'}};
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カスタムプロパティを使用して既存のテー
ブルの有効期限 (TTL) を有効にする方法

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。

カスタムプロパティを使用して既存のテーブルの有効
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しないで行と列に適用できる有効期限 (TTL) 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'}};

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。

INSERT を使用して CQL でカスタムの有効期限 (TTL) 
設定を編集するには
次の CQL ステートメントでは、テーブルにデータの行が挿入され、デフォルトの TTL 設定が 259,200 秒 
(3 日間に相当) に変更されます。

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;

UPDATE を使用して CQL でカスタムの有効期限 (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 日間) から 86,400 秒 (1 日間) 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すると、有効期限が切れる前に更新されたレコードを確認できます。

SELECT * from my_table;

クエリに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
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UPDATE を使用して CQL でカスタム
の有効期限 (TTL) 設定を編集するには

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が切れた後に同じクエリを再実行します。

SELECT * from my_table;

クエリには、「subject」列の有効期限が切れた後、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 |    
 null | 205.212.123.123
50554d6e-29bb-11e5-b345-feff819cdc9f  | cf03fb21-59b5-11ec-b371-dff626ab9620 | Hello | 
 Message | 205.212.123.123

217



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

使用方法

Amazon Keyspaces でのクライアン
ト側のタイムスタンプの使用

Amazon Keyspaces では、クライアント側のタイムスタンプは Cassandraと互換性のあるタイムスタンプ
で、テーブルの各セルに保持されます。クライアントアプリケーションに書き込みの順序を決定させるこ
とで、クライアント側のタイムスタンプをコンフリクト解決に使用できます。たとえば、グローバルに分
散されたアプリケーションのクライアントが同じデータを更新した場合、クライアント側のタイムスタン
プは、クライアント上で更新が行われた順序で保持されます。Amazon Keyspaces は、これらのタイムス
タンプを使用して書き込みを処理します。詳細については、「the section called “使用方法” (p. 218)」を
参照してください。

テーブルに対してクライアント側のタイムスタンプを有効にしたら、データ操作言語 (DML) CQLUSING 
TIMESTAMP クエリの句でタイムスタンプを指定できます。CQL クエリでタイムスタンプを指定しない
場合、Amazon Keyspaces はクライアントドライバーから渡されたタイムスタンプを使用します。クラ
イアントドライバーがタイムスタンプを提供しない場合、Amazon Keyspaces はセルレベルのタイムス
タンプを自動的に割り当てます。タイムスタンプをクエリするには、DMLWRITETIME ステートメント
の関数を使用できます。詳細については、「the section called “クライアント側のタイムスタンプの使い
方” (p. 219)」を参照してください。

Amazon Keyspaces では、クライアント側のタイムスタンプを有効にしても追加料金は発生しません。
ただし、クライアント側のタイムスタンプでは、行の各値に追加のデータを保存して書き込みます。これ
により、ストレージの使用量が増え、場合によってはスループットの使用量が増える可能性があります。
行サイズへの積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も積も
積も積も積も積も積も積も積も積もthe section called “使用方法” (p. 218) Amazon Keyspaces (Apache 
Cassandra 向け) の料金) を参照してください。

トピック
• Amazon Keyspaces でのクライアント側のタイムスタンプの仕組み (p. 218)
• Amazon Keyspaces でのクライアント側のタイムスタンプの使用 (p. 219)

Amazon Keyspaces でのクライアント側のタイムス
タンプの仕組み

Amazon Keyspaces のクライアント側のタイムスタンプは完全に管理されています。クリーンアップやコ
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。

データを削除すると、行は削除対象としてマークされ、削除対象としてマークされます。Amazon 
Keyspaces では、Amazon Keyspaces では、Amazon Keyspaces では、Amazon Keyspaces で
は、Amazon Keyspaces では、データは自動的に (通常は 10 日以内に) 削除されます。トゥームストーン
のデータは、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。廃棄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、トゥームストーンのデータは、ストレージか
ら削除されるまで、ストレージ、読み取りキャパシティユニット (RCU)、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
• Amazon Keyspaces でのクライアント側のタイムスタンプの仕組み (p. 219)
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Amazon Keyspaces のクライアント側タイムスタンプ

• Amazon Keyspaces、クライアント側のタイムスタンプ、AWSサービスとの統合 (p. 219)

Amazon Keyspaces でのクライアント側のタイムスタ
ンプの仕組み
Amazon Keyspaces でクライアント側のタイムスタンプを有効にすると、各行のすべての列にタイムスタ
ンプが格納されます。これらのタイムスタンプは約20〜40バイトを占め（データによって異なります）、
行のストレージとスループットのコストに影響します。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。(行サイズが 1 MB 未満になるように) 記憶域スペースの全体的な増加量を
判断するには、テーブルの列数と各行のコレクション要素の数を考慮してください。たとえば、テーブ
ルに 20 列あり、各列に 40 バイトのデータが格納されている場合、行のサイズは 800 バイトから 1200 
バイトに増加します。行のサイズを見積もる方法の詳細については、「」を参照してくださいthe section 
called “行サイズの計算” (p. 149)。この例では、ストレージ用に 400 バイト余分に消費されることに加え
て、1 回の書き込みで消費される書き込みキャパシティユニット（WCU）の数が 1 WCU から 2 WCU に
増加します。読み取りキャパシティと書き込みキャパシティの計算方法の詳細については、「」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. 128)。

テーブルに対してクライアント側のタイムスタンプを有効にした後は、無効にすることはできません。
また、タイムスタンプは指定できないためNULL、CQL ステートメントまたはクライアントドライバーに
よってクライアント側のタイムスタンプが提供されない場合、Amazon Keyspaces によって生成されたタ
イムスタンプが自動的に追加されます。

Amazon Keyspaces、クライアント側のタイムスタン
プ、AWSサービスとの統合
次のクライアント側のタイムスタンプのメトリクスは Amazon CloudWatch で継続的モニタリングを有効
にするために使用できます。

• SystemReconciliationDeletes— 廃棄されたデータを削除するために必要な削除操作の数。

CloudWatch のメトリクスのモニタリング方法については、「」を参照してくださいthe section called “に
よるモニタリング CloudWatch” (p. 272)。

Amazon Keyspaces でのクライアント側のタイムス
タンプの使用

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) コンソール、カサンドラクエリ言語 (CQL)、AWS SDK、お
よびAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、クライアント側のタイムスタンプを有効にす
ることができます。このセクションでは、新規および既存のテーブルでクライアント側のタイムスタンプ
を有効にする方法と、クエリでクライアント側のタイムスタンプを使用する方法の例を示します。API の
詳細については、「Amazon Keyspaces API リファレンス」を参照してください。

Important

クライアント側のタイムスタンプはオフにできません。クライアント側のタイムスタンプを有効
にするのは 1 回限りの変更です。Amazon Keyspaces には、テーブルを削除せずにオフにするオ
プションはありません。

トピック
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クライアント側のタイムスタンプを有効に
して新しいテーブルを作成する (コンソール)

• クライアント側のタイムスタンプを有効にして新しいテーブルを作成する (コンソール) (p. 220)
• 既存のテーブルのクライアント側のタイムスタンプを有効にする (コンソール) (p. 220)
• クライアント側のタイムスタンプを有効にした新しいテーブルの作成 (CQL) (p. 221)
• ALTER TABLE(CQL) を使用して既存のテーブルのクライアント側タイムスタンプを有効にす

る (p. 221)
• クライアント側のタイムスタンプを有効にして新しいテーブルを作成する (CLI) (p. 221)
• 既存のテーブルでクライアント側のタイムスタンプを有効にする (CLI) (p. 223)
• データ操作言語 (DML) ステートメントでのクライアント側タイムスタンプの使用 (p. 224)

クライアント側のタイムスタンプを有効にして新しい
テーブルを作成する (コンソール)
次の手順に従って、クライアント側のタイムスタンプを有効にして、Amazon Keyspaces コンソールで新
しいテーブルを作成します。

クライアント側のタイムスタンプを使用して新しいテーブルを作成するには (コンソール)

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) を選択して、[Create table] (テーブルの作成) を選択しま
す。

3. [Table details] (テーブルの詳細) セクションの [Create table] (テーブルの作成) ページで、キースペー
スを選択し、新しいテーブルに名前を付けます。

4. [Schema] (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. [Table settings] (テーブルの設定) セクションで、[Customize settings] (設定のカスタマイズ) を選択し

ます。
6. クライアント側のタイムスタンプに進みます。

テーブルのクライアント側のタイムスタンプを有効にするには、[クライアント側のタイムスタンプを
有効にする] を選択します。

7. [Create table] (テーブルの作成) を選択します。テーブルは、クライアント側のタイムスタンプを有効
にして作成されます。

既存のテーブルのクライアント側のタイムスタンプを
有効にする (コンソール)
以下の手順に従って、Amazon Keyspaces を使用して既存のテーブルのクライアント側のタイムスタンプ
を有効にしますAWS Management Console。

既存のテーブルのクライアント側のタイムスタンプを有効にするには (コンソール)

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. 更新するテーブルを選択し、[追加設定] タブを選択します。
3. [追加設定] タブで、[クライアント側のタイムスタンプの変更] に移動し、[クライアント側のタイムス

タンプを有効にする] を選択します。
4. テーブルの設定を変更するには、[変更を保存] を選択します。
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クライアント側のタイムスタンプを有
効にした新しいテーブルの作成 (CQL)

クライアント側のタイムスタンプを有効にした新しい
テーブルの作成 (CQL)
新しいテーブルの作成時にクライアント側のタイムスタンプを有効にするには、CQL ステートメントを使
用できます。

CREATE TABLE my_table ( 
   userid uuid, 
   time timeuuid, 
   subject text, 
   body text, 
   user inet, 
   PRIMARY KEY (userid, time)
) WITH CUSTOM_PROPERTIES = {'client_side_timestamps': {'status': 'enabled'}};

新しいテーブルのクライアント側のタイムスタンプ設定を確認するには、SELECTステートメントを使用し
て確認します。custom_properties

SELECT custom_properties from system_schema_mcs.tables where keyspace_name = 'my_keyspace' 
 and table_name = 'my_table';

このステートメントの出力には、クライアント側のタイムスタンプのステータスが表示されます。

'client_side_timestamps': {'status': 'enabled'}

ALTER TABLE(CQL) を使用して既存のテーブルのク
ライアント側タイムスタンプを有効にする
既存のテーブルのクライアント側のタイムスタンプを有効にするには、CQL ステートメントを使用できま
す。

ALTER TABLE my_table WITH custom_properties = {'client_side_timestamps': {'status': 
 'enabled'}};;

新しいテーブルのクライアント側のタイムスタンプ設定を確認するには、SELECTステートメントを使用し
て確認します。custom_properties

SELECT custom_properties from system_schema_mcs.tables where keyspace_name = 'my_keyspace' 
 and table_name = 'my_table';

このステートメントの出力には、クライアント側のタイムスタンプのステータスが表示されます。

'client_side_timestamps': {'status': 'enabled'}

クライアント側のタイムスタンプを有効にして新しい
テーブルを作成する (CLI)
新しいテーブルの作成時にクライアント側のタイムスタンプを有効にするには、次の CLI ステートメント
を使用できます。

./aws keyspaces create-table \
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クライアント側のタイムスタンプを有効
にして新しいテーブルを作成する (CLI)

--keyspace-name my_keyspace \
--table-name my_table \
--client-side-timestamps 'status=ENABLED' \
--schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=date,type=timestamp},
{name=name,type=text}],partitionKeys=[{name=id}]'

新しいテーブルでクライアント側のタイムスタンプが有効になっていることを確認するには、次のコード
を実行します。

./aws keyspaces get-table \
--keyspace-name my_keyspace \
--table-name my_table 

この出力は次のようになります。

{ 
    "keyspaceName": "my_keyspace", 
    "tableName": "my_table", 
    "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-2:555555555555:/keyspace/my_keyspace/table/
my_table", 
    "creationTimestamp": 1662681206.032, 
    "status": "ACTIVE", 
    "schemaDefinition": { 
        "allColumns": [ 
            { 
                "name": "id", 
                "type": "int" 
            }, 
            { 
                "name": "date", 
                "type": "timestamp" 
            }, 
            { 
                "name": "name", 
                "type": "text" 
            } 
        ], 
        "partitionKeys": [ 
            { 
                "name": "id" 
            } 
        ], 
        "clusteringKeys": [], 
        "staticColumns": [] 
    }, 
    "capacitySpecification": { 
        "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST", 
        "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": 1662681206.032 
    }, 
    "encryptionSpecification": { 
        "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY" 
    }, 
    "pointInTimeRecovery": { 
        "status": "DISABLED" 
    }, 
    "clientSideTimestamps": { 
        "status": "ENABLED" 
    }, 
    "ttl": { 
        "status": "ENABLED" 
    }, 
    "defaultTimeToLive": 0, 
    "comment": { 
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        "message": "" 
    }
}

既存のテーブルでクライアント側のタイムスタンプを
有効にする (CLI)
CLI を使用して既存のテーブルのクライアント側のタイムスタンプを有効にするには、次のコードを使用
できます。

./aws keyspaces update-table \
--keyspace-name my_keyspace \
--table-name my_table \
--client-side-timestamps 'status=ENABLED'

テーブルでクライアント側のタイムスタンプが有効になっていることを確認するには、次のコードを実行
します。

./aws keyspaces get-table \
--keyspace-name my_keyspace \
--table-name my_table

この出力は次のようになります。

{ 
    "keyspaceName": "my_keyspace", 
    "tableName": "my_table", 
    "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-2:555555555555:/keyspace/my_keyspace/table/
my_table", 
    "creationTimestamp": 1662681312.906, 
    "status": "ACTIVE", 
    "schemaDefinition": { 
        "allColumns": [ 
            { 
                "name": "id", 
                "type": "int" 
            }, 
            { 
                "name": "date", 
                "type": "timestamp" 
            }, 
            { 
                "name": "name", 
                "type": "text" 
            } 
        ], 
        "partitionKeys": [ 
            { 
                "name": "id" 
            } 
        ], 
        "clusteringKeys": [], 
        "staticColumns": [] 
    }, 
    "capacitySpecification": { 
        "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST", 
        "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": 1662681312.906 
    }, 
    "encryptionSpecification": { 
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データ操作言語 (DML) ステートメントで
のクライアント側タイムスタンプの使用

        "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY" 
    }, 
    "pointInTimeRecovery": { 
        "status": "DISABLED" 
    }, 
    "clientSideTimestamps": { 
        "status": "ENABLED" 
    }, 
    "ttl": { 
        "status": "ENABLED" 
    }, 
    "defaultTimeToLive": 0, 
    "comment": { 
        "message": "" 
    }
}

データ操作言語 (DML) ステートメントでのクライアン
ト側タイムスタンプの使用
クライアント側のタイムスタンプを有効にしたら、、、DELETEUSING TIMESTAMPステートメントにその
タイムスタンプを句と一緒に渡すことができます。INSERTUPDATEタイムスタンプ値は、1970 年 1 月 1 
日 00:00:00 GMTbigint という標準基準時間からの経過時間をマイクロ秒単位で表します。epochクライ
アントから提供されるタイムスタンプは、過去 2 日前から現在のウォールクロック時刻から 5 分future 範
囲でなければなりません。Amazon Keyspaces は、データの存続期間中、タイムスタンプメタデータを保
持します。WRITETIMEこの関数を使用して、数年前に発生したタイムスタンプを検索できます。CQL の
構文の詳細については、「」」」」the section called “DML ステートメント” (p. 311)」

次のCQL文は、update_parameterタイムスタンプをとして使用する方法の例です。

INSERT INTO catalog.book_awards (year, award, rank, category, book_title, author, 
 publisher) 
   VALUES (2022, 'Wolf', 4, 'Non-Fiction', 'Science Update', 'Ana Carolina Silva', 
 'SomePublisher')  
   USING TIMESTAMP 1669069624;

CQL クエリでタイムスタンプを指定しない場合、Amazon Keyspaces はクライアントドライバーから
渡されたタイムスタンプを使用します。クライアントドライバーからタイムスタンプが提供されない場
合、Amazon Keyspaces は書き込み操作にサーバー側のタイムスタンプを割り当てます。

特定の列に保存されているタイムスタンプ値を確認するには、次の例に示すよう
に、WRITETIMESELECT関数をステートメントで使用できます。

SELECT year, award, rank, category, book_title, author, publisher, WRITETIME(year), 
 WRITETIME(award), WRITETIME(rank), 
  WRITETIME(category), WRITETIME(book_title), WRITETIME(author), WRITETIME(publisher) from 
 catalog.book_awards;
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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でフォーマットさ
れたテキストファイルです。これらのテンプレートには、AWS CloudFormation スタックにプロビジョ
ニングしたいリソースを記述します。JSONやYAMLに不慣れな方は、AWS CloudFormation Designerを
使えば、 AWS CloudFormation テンプレートを使いこなすことができます。詳細については、「AWS 
CloudFormationDesigner とは」を参照してください。 AWS CloudFormationユーザーガイドにあります。

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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タグ指定の制限

Amazon Keyspaces リソースへのタ
グとラベルの追加

タグを使用して Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) リソースにラベルを付けることができま
す。タグを使用すると、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。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します。
• タグ別に分類された AWS 請求を表示します。
• タグに基づいて Amazon Keyspaces リソースリソースへのアクセスを制御する。タグを使用する 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. 256)。

タグ付けは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3)、Amazon Keyspaces などの AWS サービスでサポートされています。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. 226) 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. 227) 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. 230) 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、「AWSタグ付け戦略」を参照
してください。

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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タグ付けオペレーション

• 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 向け) コンソールまたはAWS CLI クエリ言語 (CQL) を使用して、
キースペースとテーブルのタグの追加、一覧表示、編集、削除を実行することができます。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. 230)」を
参照してください。

一括編集の場合は、コンソールの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「Working with Tag Editor」(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た新規キースペースおよびテーブルへのタグの追加 (p. 227)
• AWSCLI を使用した新規キースペースおよびテーブルへのタグの追加 (p. 228)
• CQL を使用した新規キースペースおよびテーブルへのタグの追加 (p. 229)

コンソールを使用した新規キースペースおよびテーブ
ルへのタグの追加
Amazon Keyspaces コンソールを使用して、新しいキースペースおよびテーブルの作成時にタグを追加す
ることができます。既存のテーブルのタグの追加、一覧表示、編集、削除も実行できます。

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. 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、次に [Create keyspace] (キースペー
スの作成) を選択します。

3. [Create keyspace] (キースペースの作成) ページで、キースペースに名前を付けます。タグのキーと値
を入力して、[Add new tag] (新しいタグの追加)を選択します。

4. [Create keyspace] (キースペースの作成) を選択します。

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. 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) を選択して、[Create table] (テーブルの作成) を選択しま
す。

3. [Table details] (テーブルの詳細) セクションの [Create table] (テーブルの作成) ページで、キースペー
スを選択し、テーブルに名前を付けます。

4. [Schema] (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. [Table settings] (テーブルの設定) セクションで、[Customize settings] (設定のカスタマイズ) を選択し

ます。
6. [Table tags – optional] (テーブルタグ - オプション) セクションに進み、[Add new tag] (新しいタグの追

加) を選択して、新しいタグを作成します。
7. [Create table] (テーブルの作成) 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. 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) または [Tables] (テーブル) を選択します。
3. リスト内のキースペースまたはテーブルを選択します。次に [Manage tags] (タグの管理) を選択し

て、タグの追加、編集または削除を行います。

タグ構造の詳細については、「Amazon Keyspaces のタグ付け制限 (p. 226)」を参照してください。

AWSCLI を使用した新規キースペースおよびテーブル
へのタグの追加
このセクションの例では、キースペースとテーブルの作成時にAWS CLI を使ってタグを指定する方法する
方法する方法する方法と、タグを付ける方法を示しています。

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、既存のキー
スペース MyKeyspace にテーブル MyTable を作成します。コマンドは、読みやすくするために複数の行
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:us-
east-1:111222333444:/keyspace/myKeyspace/table/myTable'

コマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマン
ドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンド

{ 
    "tags": [ 
        { 
            "key": "key1", 
            "value": "val1" 
        }, 
        { 
            "key": "key2", 
            "value": "val2" 
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        }, 
        { 
            "key": "key3", 
            "value": "val3" 
        }, 
        { 
            "key": "key4", 
            "value": "val4" 
        } 
    ]
}

CQL を使用した新規キースペースおよびテーブルへの
タグの追加
次の例では、キースペースとテーブルの作成時に CQL を使ってタグを指定する方法、既存のリソースに
タグを付ける方法、およびタグを読み取る方法を示しています。

次の例では、タグ付きの新規キースペースを作成しています。

CREATE KEYSPACE mykeyspace WITH TAGS = {'key1':'val1', 'key2':'val2'} ; 
                 

次の例では、タグ付きの新規テーブルを作成しています。

CREATE TABLE mytable(...) WITH TAGS = {'key1':'val1', 'key2':'val2'}; 
                 

他のコマンドを使用してステートメント内のリソースにタグを付けるには

CREATE KEYSPACE mykeyspace WITH REPLICATION = {'class': 'Simple Strategy'} AND TAGS 
 = {'key1':'val1', 'key2':'val2'}; 
                 

次の例では、既存のキースペースとテーブルでタグの追加または削除を行う方法を示します。

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ている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 句は必須であり、次のいずれかの形式でなければなりません。

• keyspace_name = 'mykeyspace' AND resource_type = 'keyspace'
• keyspace_name = 'mykeyspace' AND resource_name = 'mytable'
• resource_id = arn

例:

次のクエリは、キースペースのタグの有無を示しています。
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SELECT * FROM system_schema_mcs.tags WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND resource_type = 
 'keyspace';

クエリの出力は以下のようになります。

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';

この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] で、[Activate] 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] (アクティブ化) 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 の顧客は、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 とお客様の間の責任共有です。責任共有モデル では、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド 内で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。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、「コンプライアンスプログラムによるAWS対象範囲内のサービス」を参照し
てください。

• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。

このドキュメントでは、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. 232)
• Amazon Keyspaces 用 AWS Identity and Access Management (p. 248)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) でのログ作成とモニタリング (p. 270)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のコンプライアンス検証 (p. 289)
• Amazon Keyspaces の耐障害性と災害対策 (p. 290)
• Amazon Keyspaces のインフラストラクチャセキュリティ (p. 290)
• Amazon Keyspaces の設定と脆弱性の分析 (p. 295)
• Amazon Keyspaces のセキュリティベストプラクティス (p. 295)

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。
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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 IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
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アク
セス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。

• 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 が必要です。TLS 1.3 をお勧めします。
• 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 のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、、またはAWS SDK で Amazon 
Keyspaces またはその他のAWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用する自由記
述のテキストフィールドやタグ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 の保管データ暗号化 (p. 233)
• Amazon Keyspaces での転送時の暗号化 (p. 247)
• Amazon Keyspaces におけるインターネットワークトラフィックプライバシー (p. 247)

Amazon Keyspaces の保管データ暗号化
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の保管データ暗号化では、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中のすべてのデータを暗号化することで、セ
キュリティを強化します。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。保管されているデータを暗号化することで、データ保護に関する厳格なコンプライアンスと規制要
件を満たしたセキュリティ重視のアプリケーションを構築できます。

Amazon Keyspaces の保管データ暗号化では、256 ビット高度暗号化基準 (AES-256) を使用してデータを
暗号化します。この機能は、ストレージへの不正アクセスからデータを保護するのに役立ちます。

Amazon Keyspaces では、ユーザーに意識させることなくテーブルデータの暗号化と復号化が行われま
す。Amazon Keyspaces では、データ暗号化にエンベロープ暗号化とキー階層が使用されます。ルート
暗号化キーの保存と管理のために AWS KMS に統合されます。暗号化キー階層の詳細については、「the 
section called “動作” (p. 234)」を参照してください。AWS KMSエンベロープ暗号化などの概念の詳細に
ついては、『AWS Key Management Service開発者ガイド』の「AWS KMS管理サービスの概念」を参照
してください。

新しいテーブルを作成するとき、以下のいずれかの AWS KMSキー (KMS キー) を選択できます。

• AWS 所有のキー – これはデフォルトの暗号化型です。キーは Amazon Keyspaces 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)。
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AWS 所有のキー とカスタマーマネージドキーはいつでも切り替えることができます。新しいテーブルを
作成するときや、コンソールの使用またはプログラムによる CQL ステートメントの使用により、既存の
テーブルの KMS キーを変更するときに、カスタマーマネージドポリシーを指定することができます。こ
の方法の詳細は、「保管データ暗号化: カスタマーマネージドキーを使用して Amazon Keyspaces のテー
ブルを暗号化する方法 (p. 238)」を参照してください。

AWS 所有のキー のデフォルトオプションを使用した保管データ暗号化に追加料金はかかりません。た
だし、カスタマーマネージドキーには AWS KMS の料金がかかります。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 の保管データ暗号化は、AWS 中国 (北京) リージョンと AWS 中国 (寧夏) リージョ
ンを含むすべての AWS リージョン で使用できます。詳細については、「保管データ暗号化: Amazon 
Keyspaces での動作 (p. 234)」を参照してください。

トピック
• 保管データ暗号化: Amazon Keyspaces での動作 (p. 234)
• 保管データ暗号化: カスタマーマネージドキーを使用して Amazon Keyspaces のテーブルを暗号化す

る方法 (p. 238)

保管データ暗号化: Amazon Keyspaces での動作
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の保管データ暗号化では、256 ビット高度暗号化基準 
(AES-256) を使用してデータを暗号化します。この機能は、ストレージへの不正アクセスからデータを保
護するのに役立ちます。デフォルトでは、Amazon Keyspaces テーブルのすべての顧客データが保管時に
暗号化され、サーバー側の暗号化が透過的であるため、アプリケーションに変更を加える必要はありませ
ん。

保管データ暗号化には、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。新規テーブルの作成時や、既存テーブルの更新時に、
以下の AWS KMS キーオプションのいずれかを選択できます。

• AWS 所有のキー – これはデフォルトの暗号化型です。キーは Amazon Keyspaces 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)。

AWS KMS キー (KMS キー)

保管データ暗号化では、すべての Amazon Keyspaces データを AWS KMS キーで保護しま
す。Amazon Keyspaces ではデフォルトで AWS 所有のキー が使用されます。これは、Amazon 
Keyspaces サービスアカウントで作成して管理するマルチテナント暗号化キーです。

ただし、Amazon Keyspaces テーブルの暗号化には AWS アカウント のカスタマーマネージドキーを
使用できます。キースペース内のテーブルごとに異なる KMS キーを選択することができます。テー
ブルに対して選択した KMS キーは、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も使
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、Amazon Keyspaces コンソールまたは ALTER TABLE (p. 305) ステートメントを使用していつ
でも変更できます。KMS キーの切り替えプロセスはシームレスであり、ダウンタイムが必要になるこ
ともなく、サービスの低下を招くこともありません。

キー階層

Amazon Keyspaces では、キー階層を使用してデータを暗号化します。このキー階層において KMS 
キーはルートキーです。これは Amazon Keyspaces テーブル暗号化キーの暗号化と復号化に使用され
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ます。テーブル暗号化キーは、読み取り操作と書き込み操作の実行時にデータの暗号化と復号化のた
めに Amazon Keyspaces で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、データを再暗号化する必要もなく、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もなく、KMS キーに変更を加えることができます。

テーブルキー

Amazon Keyspaces のテーブルキーは、キー暗号化用のキーとして使用されます。Amazon 
Keyspaces では、テーブルキーを使用して、テーブルやログファイルや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 により、テーブル内の基本構造ごとに一意のデータ暗号化キーが生成されます。ただし、
複数のテーブル行が同じデータ暗号化キーで保護されていることがあります。

KMS キーをカスタマーマネージドキーに初めて設定したときに、AWS KMS によりデータキーが生成
されます。AWS KMS データキーとは、Amazon Keyspaces 内のテーブルキーを指します。

暗号化されたテーブルに最初にアクセスすると、Amazon Keyspaces から、KMS キーを使用してテー
ブルキーを復号するリクエストが AWS KMS に送信されます。その後、プレーンテキストテーブル
キーを使用して Amazon Keyspaces データ暗号化キーが復号化され、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が復号化されます。

Amazon Keyspaces により AWS KMS の外部でテーブルキーとデータ暗号化キーの生成、使用、保存
が行われます。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。続いて、暗号化されたキーを暗号化されたデータと一緒に保存
します。これらのキーおよびデータは、必要なときにテーブルデータの暗号化に使用できます。

テーブルキーのキャッシュ

Amazon Keyspaces オペレーションごとに AWS KMS が呼び出されることのないように、Amazon 
Keyspaces では各接続のプレーンテキストテーブルキーがメモリにキャッシュされます。Amazon 
Keyspaces では、キャッシュしたテーブルキーが 5 分間非アクティブ状態であった後にリクエス
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トを取得すると、AWS KMS に新しいリクエストを送信してテーブルキーを復号します。この呼び
出しは、テーブルキーの復号を求める前回のリクエスト以降に AWS KMS または AWS Identity and 
Access Management (IAM) 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。

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 によって新しいテーブル
キーが生成されます。次に、新しいテーブルキーを使用してデータ暗号化キーの再暗号化が行われま
す。また、新しいテーブルキーを使用して過去のテーブルキーが暗号化され、それを復元可能なバッ
クアップの保護に使用します。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、カス
タマーマネージドキーをローテーションしても、復元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仕組みの詳細については、「AWS Key Management Service デベロッ
パーガイド」の「Envelope Encryption」(エンベロープ暗号化) を参照してください。

トピック
• AWS 所有キー (p. 236)
• カスタマーマネージドキー (p. 236)
• 保管データ暗号化の使用に関する注意事項 (p. 237)

AWS 所有キー

AWS 所有のキー は AWS アカウント に保存されません。これらは、複数の AWS アカウント で使用でき
るようにするために AWS が所有し管理している KMS キーのコレクションの一部です。AWS サービスで
は、データの保護に AWS 所有のキー を使用できます。

AWS 所有のキー は表示、管理、使用することはできず、その使用を監査することもできません。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操作したり変更したりする必要はあり
ません。

AWS 所有のキー のご利用に関しては、月額料金や使用料金は請求されません。また、アカウントの AWS 
KMS クォータにも影響しません。

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 のキーで、その作成、所有、管理をユーザーが行います。
ユーザーは、この KMS キーに関する完全なコントロール権を持ちます。

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。

• カスタマーマネージドキーの作成と管理を行います。これには、キーポリシー、IAM ポリシー、カスタ
マーマネージドキーへのアクセスを制御する権限の設定および維持が含まれます。カスタマーマネージ
ドキーの有効化と無効化、自動キーローテーションの有効化と無効化、使用しなくなったカスタマーマ
ネージドキーの削除のスケジューリングを行うことができます。管理するカスタマーマネージドキーの
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。

• AWS CloudTrailおよび Amazon CloudWatch Logs を使用して、Amazon Keyspaces がユーザーに代わっ
てAWS KMSに送信するリクエストを追跡できます。詳細については、「the section called “ステップ 6: 
AWS CloudTrail を使用してモニタリングを設定する” (p. 243)」を参照してください。

カスタマーマネージドキーには API コールごとに料金が発生し、これらの KMS キーには AWS KMS 
クォータが適用されます。詳細については、「AWS KMS resource or request quotas」(KMS リソース
クォータまたはリクエストクォータ) を参照してください。
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テーブルのルート暗号化キーとしてカスタマーマネージドポリシーを指定すると、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対して指定されている暗号化キーと同じものを使用して暗号化
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。

Amazon Keyspaces には、テーブルデータへのアクセスが可能になるカスタマーマネージドキーへの
アクセス権が必要です。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 ではデータの暗号化と復号化を実行できません。そのため、テーブルで読
み取り/書き込みオペレーションを実行できません。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 からアラートメール通知が送信されます。

その場合、7 日以内に暗号化キーへのアクセスを復元しないと、Amazon Keyspaces によりテーブルが自
動的に削除されます。ただし、Amazon Keyspaces では、テーブルが削除される前にテーブルデータの復
元可能なバックアップが作成されます。その復元可能なバックアップは Amazon Keyspaces で 35 日間維
持されます。35 日を過ぎるとそのテーブルデータは復元できなくなります。復元可能なバックアップの料
金はかかりませんが、標準的な復元料金はかかります。

この復元可能なバックアップを使用すれば、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、そのテーブルに対して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
らのアクセスを確立する必要があります。

Note

作成プロセスが完了する前の時点で、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
カスタマーマネージドキーを使用して、暗号化されたテーブルを作成すると、エラーが発生しま
す。テーブルの作成オペレーションが失敗し、電子メール通知が送信されます。

保管データ暗号化の使用に関する注意事項

Amazon Keyspaces で保管データ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。

• サーバー側の保管データ暗号化は、すべての Amazon Keyspaces テーブルデータで有効になり、無効に
できません。テーブル全体の保管データが暗号化されます。特定の列または行を選択して暗号化するこ
とはできません。

• Amazon Keyspaces のデフォルトでは、単一サービスのデフォルトキー (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。

• 保管時の暗号化では、永続的ストレージメディアの静的 (保管時) データのみが暗号化されます。転送中
のデータあるいは使用中のデータのデータ安全性に対する懸念がある場合には、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 内のすべてのデータが転送中に暗号化されます。デフォルトで

は、Amazon Keyspaces との通信が、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: データを保護したうえで Amazon Keyspaces に送信するには、クライアント側暗号
化を使用します。

• カスタマーマネージドキー: テーブル内の保管中のデータは、常にカスタマーマネージドキーを使用
して暗号化されます。ただし、複数の行のアトミック更新を実行するオペレーションでは、処理中に 
AWS 所有のキー を使用してデータを一時的に暗号化します。これには、range delete オペレーショ
ンと、静的データと非静的データに同時にアクセスするオペレーションが含まれます。

• 1 つのカスタマーマネージドキーにより、最大 50,000 の権限が可能です。カスタマーマネージドキーに
関連付けられている各 Amazon Keyspaces テーブルでは、2 つの権限が消費されます。テーブルが削除
されると、1 つの権限が解放されます。2番目の権限はテーブルの自動スナップショットの作成に使用さ
れます。これは、Amazon Keyspaces によるカスタマーマネージドキーへのアクセス権が意図せず失わ
れた場合に、データが失われないように保護するためです。この権限は、テーブルが削除されてから 42 
日後にリリースされます。

237

http://aws.amazon.com/keyspaces/pricing
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/grants.html


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

保管データ暗号化

保管データ暗号化: カスタマーマネージドキーを使用して 
Amazon Keyspaces のテーブルを暗号化する方法
コンソールまたは CQL を使用すると、新しいテーブルに対して AWS KMS key を指定し、Amazon 
Keyspaces の既存のテーブルで暗号化キーを更新できます。次のトピックでは、新規および既存のテーブ
ルにカスタマーマネージドキーを実装する方法について説明します。

トピック
• 前提条件: AWS KMS を使用してカスタマーマネージドキーを作成し、Amazon Keyspaces にアクセス

許可を付与する (p. 238)
• ステップ 3: 新規テーブルのカスタマーマネージドキーを指定する (p. 240)
• ステップ 4: 既存のテーブルの暗号化キーを更新する (p. 241)
• ステップ 5: ログで Amazon Keyspaces 暗号化コンテキストを使用する (p. 242)
• ステップ 6: AWS CloudTrail を使用してモニタリングを設定する (p. 243)

前提条件: AWS KMS を使用してカスタマーマネージドキーを作成し、Amazon 
Keyspaces にアクセス許可を付与する

Amazon Keyspaces テーブルをカスタマーマネージドキー (p. 236)で保護できるようにするには、まず 
AWS Key Management Service (AWS KMS) でキーを作成し、次に Amazon Keyspaces に対してそのキー
の使用を許可します。

ステップ 1: AWS KMS を使用してカスタマーマネージドキーを作成する

Amazon Keyspaces テーブルの保護に使用するカスタマー管理キーを作成するには、「コンソールまたは
AWS API を使用して対称暗号化 KMS キーを作成する」の手順に従います。

ステップ 2: カスタマーマネージドキーの使用を認可する

カスタマーマネージドキー (p. 236)を選択して Amazon Keyspaces テーブルを保護できるようにする
には、あらかじめ、そのカスタマーマネージドキーに関するポリシーにより、そのキーの使用許可を 
Amazon Keyspaces に付与する必要があります。カスタマーマネージドキーに関するポリシーと権限につ
いては、ユーザーが完全に制御します。これらのアクセス権限は、キーポリシー、IAM ポリシー、または
許可で指定できます。

Amazon Keyspaces では、デフォルトの AWS 所有のキー (p. 236) を使用して AWS アカウント内で 
Amazon Keyspaces テーブルを保護する場合、追加の認可は必要ありません。

以下のトピックでは、Amazon Keyspaces テーブルでカスタマーマネージドキーを使用できるようにする 
IAM ポリシーと権限を使用して、必要な許可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キーポリシー  (p. 238)
• キーポリシーの例  (p. 239)
• Amazon Keyspaces の認可への権限の使用 (p. 240)

カスタマーマネージドキーのキーポリシー

カスタマーマネージドキー (p. 236)を選択して Amazon Keyspaces テーブルを保護する場合、Amazon 
Keyspaces には、選択を行うプリンシパルの代わって KMS キーを使用する許可が付与されます。そのプ
リンシパル (ユーザーまたはロール) は、Amazon Keyspaces で必要となるカスタマーマネージドキーに対
する許可を取得しておく必要があります。
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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許可が必要です。

• kms:Encrypt
• kms:Decrypt
• kms:ReEncrypt * (kms:ReEncryptFrom および kms: の場合ReEncryptTo)
• kms:GenerateDataKey * (kms:GenerateDataKey および kms: の場合GenerateDataKeyWithoutPlaintext)
• キログラム:DescribeKey
• キログラム: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 に対して、暗号化オペレーションでのそのカスタマーマネージドキーの使用と、権
限の作成を許可します。ただしこれは、Amazon Keyspaces の使用許可を持つアカウント内のプリン
シパルに代わって Amazon Keyspaces により処理が行われている場合に限られます。ポリシーステー
トメントで指定されたプリンシパルが Amazon Keyspaces の使用許可を持っていない場合、Amazon 
Keyspaces サービスからのコールであっても、コールは失敗します。

• 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認めます。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 の値である
cassandra.*.amazonaws.com は、リージョン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 AWS リージョン から独立した許可が必要です。

• カスタマーマネージドキー管理者 (db-team ロールを引き受けることができるユーザー) 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権と、権限 (テーブルを保護するために Amazon 
Keyspaces で必要となる権限 (p. 240)を含む) を取り消す許可を与えます。

• 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権を付与します。この場
合、Amazon Keyspaces によりこれらのオペレーションが直接呼び出されます。アカウントプリンシパ
ルに代わって処理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" 
         } 
      } 
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    }, 
    { 
      "Sid":  "Allow administrators to view the customer managed key and revoke grants", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/db-team" 
       }, 
      "Action": [ 
        "kms:Describe*", 
        "kms:Get*", 
        "kms:List*", 
        "kms:RevokeGrant" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Amazon Keyspaces の認可への権限の使用

Amazon Keyspaces は、キーポリシーに加え、権限を使ってカスタマーマネージドキーに対しアクセス許
可を設定できます。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 では、AWS 所有のキー (p. 236) を使用してテーブル
を保護する場合に、権限や追加のアクセス許可は必要ありません。

Amazon Keyspaces は、バックグラウンドシステムメンテナンスと継続的なデータ保護タスクを実行する
ときに、権限のアクセス許可を使用します。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を使って暗号化され
た複数のテーブルがある場合、テーブルごとに、各タイプの権限があります。権限は、テーブル名と AWS 
アカウント ID が含まれている Amazon Keyspaces 暗号化コンテキストによる制約を受けます。この権限
には、権限が不要になった場合に権限の使用停止を行うための許可が含まれています。

権限を作成するには、暗号化されたテーブルを作成したユーザーに代わって CreateGrant を呼び出すア
クセス許可が Amazon Keyspaces に必要です。

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トを取り消すと、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: 新規テーブルのカスタマーマネージドキーを指定する

以下の手順に従って、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します。

カスタマーマネージドキーを使用して暗号化されたテーブルを作成する (コンソール)

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) を選択して、[Create table] (テーブルの作成) を選択しま
す。

3. [Table details] (テーブルの詳細) セクションの [Create table] (テーブルの作成) ページで、キースペー
スを選択し、新しいテーブルに名前を付けます。

4. [Schema] (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. [Table settings] (テーブルの設定) セクションで、[Customize settings] (設定のカスタマイズ) を選択し

ます。
6. [Encryption settings] (暗号化設定) に進みます。

このステップでは、テーブルの暗号化設定を選択します。
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[Encryption at rest] (保管データ暗号化) セクションの [Choose anAWS KMS key] (の選択) で、オプ
ション [Choose a rest KMS key (advanced)] (異なる KMS キーの選択 (高度)) を選択し、検索フィール
ドで、AWS KMS keyを選択するか「Amazon リソースネーム (ARN)」と入力します。

Note

選択したキーにアクセスできない場合、または必要な許可を取得していない場合は、「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。

7. [Create] (作成) を選択して暗号化テーブルを作成します。

保管データ暗号化 (CQL) にカスタマーマネージドキーが使用される新しいテーブルを作成する

保管データ暗号化にカスタマーマネージドキーが使用される新しいテーブルを作成するには、次の例に示
すように、CREATE TABLE ステートメントを使用します。キー ARN を、Amazon Keyspaces に付与され
たアクセス許可がある有効キーの 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:eu-
west-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111' 
            } 
    };

Invalid Request Exception を受け取った場合、カスタマーマネージドキーが有効であり Amazon 
Keyspaces に必要な許可が付与されてい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
るか確認するには、「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。

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、AWS 所有のキー とカスタマーマネージド KMS 
キーの間で既存のテーブルの暗号化キーをいつでも変更することができます。

新しいカスタマーマネージドキーで既存のテーブルを更新する (コンソール)

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. 更新するテーブルを選択し、次に [Additional settings] (追加設定) タブを選択します。
4. [Encryption at rest] (保管データ暗号化) セクションで、[Manage Encryption] (暗号化の管理) を選択し

てテーブルの暗号化設定を編集します。

[Choose an] (の選択) でAWS KMS key、オプション [Choose a an] (異なる KMS キーの選択 (高度)) を
選択し、検索フィールドで、AWS KMS keyを選択するか「Amazon リソースネーム (ARN)」(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、「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。

また、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に対しては、AWS 所有のキー を選択
できます。
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5. [Save changes] (変更を保存) を選択して、テーブルに加えた変更内容を保存します。

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 ステートメントを使用して、保管データ暗
号化に使用するカスタマーマネージドキーを指定します。キー ARN を、Amazon Keyspaces に付与され
たアクセス許可がある有効キーの ARN に置き換えてください。

ALTER TABLE my_keyspace.my_table WITH CUSTOM_PROPERTIES = {      
              'encryption_specification':{  
                      'encryption_type': 'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',  
                      'kms_key_identifier':'arn:aws:kms:eu-
west-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111'      
                  }  
         };

Invalid Request Exception を受け取った場合、カスタマーマネージドキーが有効であり Amazon 
Keyspaces に必要な許可が付与されてい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
るか確認するには、「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。

AWS 所有のキー を使用して暗号化キーをデフォルトの保管データ暗号化オプションに戻すには、以下の
例に示すように、ALTER TABLE ステートメントを使用します。

ALTER TABLE my_keyspace.my_table WITH CUSTOM_PROPERTIES = { 
                'encryption_specification':{ 
                      'encryption_type' : 'AWS_OWNED_KMS_KEY'  
                    }  
         };

ステップ 5: ログで Amazon Keyspaces 暗号化コンテキストを使用する
暗号化コンテキスト は、一連のキー値のペアおよび任意非シークレットデータを含みます。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、すべての AWS KMS 暗号化オペレーションで同じ暗号化コンテキストを使用しま
す。カスタマーマネージドキー (p. 236)を使用して Amazon Keyspaces テーブルを保護する場合は、暗
号化コンテキストを使用して、監査の記録やログ内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、や Amazon CloudWatch  Logs AWS CloudTrailのログなどのログにもプレーンテキスト
で表示されます。

Amazon Keyspaces は AWS KMS へのリクエストで 3 つのキーバリューペアがある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 (キースペース) — 1 つ目のキーバリューペアは、Amazon Keyspaces により暗号化される
テーブルが含まれているキースペースを識別します。キーは、aws:cassandra:keyspaceName で
す。この値は、このキースペースの名前です。

"aws:cassandra:keyspaceName": "<keyspace-name>"
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例:

"aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace"

• Table (テーブル) － 2 つ目のキーバリューペアは、Amazon Keyspaces により暗号化されるテーブルを
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>"

例:

"aws:cassandra:tableName": "my_table"

• アカウント － 3 番目のキーバリューペアは、AWS アカウント を識別します。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: AWS CloudTrail を使用してモニタリングを設定する
カスタマーマネージドキー (p. 236)を使用して Amazon Keyspaces のテーブルを保護する場合、AWS 
CloudTrail ログを使用して、Amazon Keyspaces がユーザーに代わって AWS KMS に送信したリクエスト
を追跡することができます。

このセクションでは、GenerateDataKey、DescribeKey、Decrypt、および CreateGrant の各リク
エストについて説明します。さらに、Amazon Keyspaces ではRetireGrant、テーブルを削除するときにグ
ラントを削除します。

GenerateDataKey

Amazon Keyspaces では、保管中のデータを暗号化するために一意のテーブルキーが作成します。
テーブルの KMS GenerateDataKeyAWS KMSキーを指定するリクエストをに送信します。

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。このパラメータには、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、および、キースペースと
テーブルと AWS アカウント を識別する暗号化コンテキスト (p. 242)が含まれます。

{ 
    "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", 
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        "encryptionContext": { 
            "aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace", 
            "aws:cassandra:tableName": "my_table", 
            "aws:cassandra:subscriberId": "123SAMPLE012" 
        }, 
        "keyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "5e8e9cb5-9194-4334-aacc-9dd7d50fe246", 
    "eventID": "49fccab9-2448-4b97-a89d-7d5c39318d6f", 
    "readOnly": true, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "123SAMPLE012", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-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 では、DescribeKey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
うかを判断しますしますします。

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。このパラメータには、カスタマーマネージドキーの 
ARN と、256 ビットキーを要求するキー識別子が含まれます。

{ 
    "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:eu-
west-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111" 
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    }, 
    "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:eu-
west-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "123SAMPLE012"
}

Decrypt

Amazon Keyspaces のテーブルにアクセスすると、階層内でそのテーブルキーの下のキーの復号化を
可能にするために、Amazon Keyspaces によりテーブルキーが復号化される必要があります。次に、
テーブル内のデータを復号化します。テーブルキーを復号化するために、そのテーブルの KMS キー
を指定する AWS KMS に対して Amazon Keyspaces から Decrypt リクエストが送信されます。

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)、およびテーブルと AWS アカウント を識別する暗号化コンテ
キスト (p. 242)が含まれます。AWS KMS では、暗号化テキストからカスタマーマネージドキーの 
ID が取得されます。

{ 
    "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:eu-
west-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111" 
        } 
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    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "123SAMPLE012", 
    "sharedEventID": "7ed99e2d-910a-4708-a4e3-0180d8dbb68e"
}

CreateGrant

カスタマーマネージドキー (p. 236)を使用して Amazon Keyspaces テーブルを保護する場
合、Amazon Keyspaces では、権限 (p. 240)を使用して、サービスによるデータの継続的保護とメ
ンテナンスおよび耐久タスクの実行を許可します。これらの権限は、AWS 所有のキー (p. 236) では
不要です。

Amazon Keyspaces により作成される権限はテーブルごとに固有となります。CreateGrant リクエス
トのプリンシパルは、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。このパラメー
タには、そのテーブルのカスタマーマネージドキーの ARN、被付与 (グランティー) プリンシパルと使
用停止プリンシパル (Amazon Keyspaces サービス)、およびこの権限の対象となるオペレーションが
含まれます。また、指定された暗号化コンテキスト (p. 242)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。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAZ3FNIIVIZZ6H7CFQG", 
        "arn": "arn:aws:iam::arn:aws:kms:eu-
west-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111:user/admin", 
        "accountId": "arn:aws:kms:eu-
west-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": { 

246

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIReference/API_CreateGrant.html


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

転送中の暗号化

            "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", 
    "eventID": "29ee1fd4-28f2-416f-a419-551910d20291", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "123SAMPLE012", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-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 では、Transport Layer Security (TLS) を使用した安全な接続しか許容されません。転
送時の暗号化では、Amazon Keyspaces との間で送受信するときにデータを暗号化することによって、
データ保護のレイヤーを追加します。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、ネットワークを介したデータ転送時に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あります。

TLS を使用した Amazon Keyspaces への cqlsh 接続を暗号化する方法については、「the section called 
“TLS を使用した cqlsh 接続の暗号化” (p. 28)」を参照してください。TLS 暗号化をクライアントドラ
イバーとともに使用する方法については、「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。

Amazon Keyspaces におけるインターネットワークト
ラフィックプライバシー
このトピックでは、オンプレミスアプリケーションから Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) へ
の接続、および Amazon Keyspaces とその他の AWS リソース (同一 AWS リージョン 内) 間の接続に対す
る、Amazon Keyspaces による保安方法について説明します。

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 AWS との間には 2 つの接続オプションがあります:

• 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-to-
Site VPN とは」を参照してください。
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• AWS Direct Connect 接続。詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「What is 
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 が発行する API を利用して行われま
す。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。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、Cassandra 用のオープンソース DataStax Java ドライバーに対して認証プラグインを使
用します。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。

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
イントには、AWS PrivateLink が搭載されています。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 内にプライベート IP がある 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、「Amazon Virtual Private 
Cloud とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。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. 291)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. 249)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 249)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 251)
• Amazon Keyspaces で IAM が機能する仕組み (p. 253)
• Amazon Keyspaces のアイデンティティベースポリシーの例 (p. 256)
• Amazon Keyspaces の AWS 管理ポリシー (p. 263)
• 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. 266)
• Amazon Keyspaces のサービスリンクロールの使用 (p. 268)
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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. 266)」
を参照してください。

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. 253)」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. 256)」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 として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
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ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management リファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してく
ださい。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
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パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、そ

のユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されま
す。一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクショ
ンがトリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要で
す。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。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
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できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
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これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」 の「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「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. 253)
• Amazon Keyspaces のリソースベースポリシー (p. 256)
• Amazon Keyspaces タグに基づいた認可 (p. 256)
• Amazon Keyspaces の IAM ロール (p. 256)

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
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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", 
      "cassandra:MODIFY" 
          ]

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": "*"
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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
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. 262)」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. 256)」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-control-
resource-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/key-
name、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. 226)」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. 262)」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またはなどの API オペレーションを呼び出すことで取得できますGetFederationToken。

Amazon Keyspaces は、Amazon Keyspaces 認証用プラグイン (p. 38)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. 260)」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. 268)」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. 257)
• Amazon Keyspaces コンソールの使用 (p. 257)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 258)
• Amazon Keyspaces テーブルへのアクセス (p. 258)
• 認証プラグインを使用した Amazon Keyspaces へのアクセス (p. 260)
• タグに基いた Amazon Keyspaces リソースアクセス (p. 262)

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 リソースにアクセスする
かを決めるのは管理者のアカウント内で誰かが Amazon Keyspaces リソースにアクセスできるどうかを
決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生する可能性がありま
す。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事
項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

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":[ 
            "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/*", 
            "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*" 
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         ] 
      } 
   ]
}

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. 38)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 “cqlsh のインストールおよび使用” (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。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
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   "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. 38)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. 38) 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。

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。
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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。システムテーブルのタグベースのパーミッションは、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による Cassandra Query Language (CQL) API 
呼び出しの場合とは動作が異なることに注意してください。

• ListGetAWSタグベースのアクセスを使用してSDKでリクエストやリソースをリクエストするに
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。たとえ
ば、GetTableオペレーションを介してシステムテーブルからデータを読み取るには、Select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 Query Language（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、
タグベースの承認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":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:ResourceTag/Owner":"${aws:username}" 
            } 
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         } 
      } 
   ]
}

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
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS管理ポリシー: AmazonKeyspacesReadOnlyAccess
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AmazonKeyspacesReadOnlyAccess ポリシーは IAM ID 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— プリンシパルが表示できるようにします CloudWatch。これは、 CloudWatch テーブル
に対して設定されたアラームをユーザーが表示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、各自のアカウントで作成して管理しているAWS KMSキーを表示して、Amazon Keyspaces に
割り当てられているキーが有効な対称キーであるかを確認できるようにする場合に必須です。

JSONポリシーをフォーマットで確認するには、を参照してくださ
いAmazonKeyspacesReadOnlyAccess。

AWS マネージドポリシー: AmazonKeyspacesFullAccess

AmazonKeyspacesFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

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— プリンシパルが Amazon Keyspaces CloudWatch オートスケーリングポリシーアラーム
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、 CloudWatch 請求できるようにす
るできるようにする場合に必須です。

• 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、各自のアカウントで作成して管理しているAWS KMSキーを表示して、Amazon Keyspaces に
割り当てられているキーが有効な対称キーであるかを確認できるようにする場合に必須です。
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JSONポリシーをフォーマットで確認するには、を参照してくださいAmazonKeyspacesFullAccess。

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. 322) ページの RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess (p. 263)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Keyspaces で、ユー
ザーが、テーブルの請求できる
ようにする新しいアクセス許可
が追加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 は Amazon 
CloudWatch と統合されているた
め、請求対象となるテーブルサ
イズをモニタリングできます。
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. 273)」を参照してくださ
い。

2022 年 7 月 7 日

AmazonKeyspacesFullAccess (p. 264)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Keyspaces で、ユー
ザーが、テーブルの請求できる
ようにする新しいアクセス許可
が追加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 は Amazon 
CloudWatch と統合されているた
め、請求対象となるテーブルサ
イズをモニタリングできます。
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. 273)」を参照してくださ
い。

2022 年 7 月 7 日

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess (p. 263)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Keyspaces で、Amazon 
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。

Amazon Keyspaces の保管デー
タ暗号化は、保管中のデータの

2021 年 6 月 1 日
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変更 説明 日付
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. 264)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Keyspaces で、Amazon 
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。

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。

2021 年 6 月 1 日

Amazon Keyspaces で変更の追
跡が開始されました。

Amazon Keyspaces で AWS 管理
ポリシーの変更の追跡が開始さ
れました。

2021 年 6 月 1 日

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. 266)
• 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. 267)
• 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. 267)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 267)
• 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. 268)
• 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. 268)

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。
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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. 201)」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。

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。
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サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

管理者として 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
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. 253)」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 のサービスリンクロールの使用
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) では AWS Identity and Access Management (IAM) サービス
リンクロールを使用します。サービスリンクロールは、Amazon Keyspaces に直接リンクされた特殊なタ
イプの IAM ロールです。サービスリンクロールは Amazon Keyspaces によって事前に定義されており、
ユーザーに代わってサービスにより他の AWS サービスが呼び出されるようにするために必要となるすべ
ての権限が、サービスロールに含まれています。

サービスリンクロールを使用することで、アプリケーションオートスケーリング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 のオートスケーリングを早い段階で簡単にセッ
トアップできます。Amazon Keyspaces は、サービスリンクロールのアクセス許可を定義します。定義さ
れたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれ、そのアクセス許可ポリシーを他
の IAM エンティティに添付することはできません。

268

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-delegated-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-delegated-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_aws-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_aws-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_third-party.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_federated-users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_federated-users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-service-linked-role


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

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 [Yes] (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 のサービスリンクロール許可
Amazon Keyspaces のオートスケーリングで
は、AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTableという名前のサービスリンクロールを使
用して、ユーザーに代わってApplication Auto Scaling により Amazon Keyspaces と Amazon CloudWatch 
が呼び出されるようにします。

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable サービスにリンクされたロールは、次のサー
ビスを信頼してロールを引き受けます。

• cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com

このロール許可ポリシーは、アプリケーションオートスケーリングにより、指定された Amazon 
Keyspaces リソースで以下のアクションが実行されるようにします。

• 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 向けのサービスリンクロールの作成
Amazon Keyspaces のオートスケーリング用のサービスリンクロールについては、手動で作成する必
要はありません。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を含むテーブルで Amazon 
Keyspaces オートスケーリングを有効にすると、アプリケーションオートスケーリングによりサービスリ
ンクロールが作成されます。

このサービスにリンクされた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 オートスケーリングを有効にすると、ア
プリケーションオートスケーリングによりサービスリンクロールが再び作成されます。

Amazon Keyspaces のサービスリンクロールの編集
Amazon Keyspaces では、 AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable サービスにリ
ンクされたロールを編集することはできません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多く
のエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできませ
ん。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「Editing a Service-Linked Role」(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 のサービスリンクロールの削除
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、サービスリンクロールを手動で削除できるように
するには、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オートスケーリングを無効にする必要
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があります。Amazon Keyspaces テーブルのオートスケーリングを無効にするには、「??? (p. 138)」を参
照してください。

Note

リソースの変更を試みた時点で、Amazon Keyspaces のオートスケーリングでロールが使用され
ていると、登録解除が失敗する可能性があります。その場合は、数分待ってからオペレーション
を再試行してください。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、またはAWS API を使用して、 
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「Deleting a Service-Linked Role」(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 のオートスケーリングで使用されているサービスリンクロールを削除するに
は、まずアカウント内のすべてのテーブルでオートスケーリングを無効にする必要があります。

Amazon Keyspaces サービスリンクロールのサポートされている 
AWS リージョン
Amazon Keyspaces のオートスケーリングおよびアプリケーションオートスケーリングサービスリンク
ロールは、Amazon Keyspaces を購入できるすべての AWS リージョン において使用できます。詳細につ
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。

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 リソースの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
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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. 271)
• Amazon Keyspaces のモニタリング CloudWatch (p. 272)
• AWS CloudTrail での Amazon Keyspaces API コールのログ記録 (p. 284)

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. 271)
• Amazon Keyspaces の手動モニタリングツール (p. 271)

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モニタリングし、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だけの理由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 Keyspaces のモニタリング CloudWatch (p. 272) 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 at-a-glance およびその他のダッシュボードには、AWS環境の状態が表示されます。

• 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を実行できます。
• 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
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• 問題があることを通知するアラームを作成/編集する

Amazon Keyspaces のモニタリング CloudWatch
Amazon Keyspaces をモニタリングすることで CloudWatch、raw データを収集し、ほぼリアルタイムで
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」を参照してくださ
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. 272)
• Amazon Keyspaces のメトリクスとディメンション (p. 273)
• Amazon Keyspaces CloudWatch をモニタリングするアラームの作成 (p. 284)

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。

3. 新しい空の [Math expression] (数式) を作成します。
4. 新しい数式の [Details] (詳細) セクションで、Id を入力し、そ

のメトリクスの PERIOD 関数 (metric_id/ (PERIOD (PERIOD 
(metric_id/ (PERIOD (PERIOD (metric_id/ (PERIOD (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
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目的 関連するメトリクス
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。

3. 新しい空の [Math expression] (数式) を作成します。
4. 新しい数式の [Details] (詳細) セクションで、Id を入力し、そ

のメトリクスの PERIOD 関数 (metric_id/ (PERIOD (PERIOD 
(metric_id/ (PERIOD (PERIOD (metric_id/ (PERIOD (PERIOD 
(metric_id)))ConsumedWriteCapacityUnits CloudWatch

5. ConsumedWriteCapacityUnits の選択を解除します。

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. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
2. 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. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
4. [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 Amazon Amazon 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。
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Amazon Keyspaces のメトリクス

Amazon Keyspaces メトリクスを、1 分間隔で 1 分間隔で Amazon CloudWatch 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 コンソールで使用できます。また、 CloudWatch コ
ンソールAWS CLI、AWS SDK を使用することによっても利用できます。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:

• 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。

AccountProvisionedReadCapacityUtilization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
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。

AccountProvisionedWriteCapacityUtilization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
ユニットの割合。

単位: Percent

有効な統計:
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メトリクス 説明
• 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。

BillableTableSizeInBytes テーブルの請求可能なサイズ (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、テーブルのストレージ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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メトリクス 説明

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. 272)」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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メトリクス 説明

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. 272)」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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メトリクス 説明

MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization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
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。

MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization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。

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。

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
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メトリクス 説明

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。

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。
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メトリクス 説明

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

ReturnedItemCountBySelect 指定期間中に複数行の SELECT クエリによって返された行数
SELECT複数行クエリは、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
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メトリクス 説明

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 WCU/WRU/秒、最大 3000 RCU/RRRU/秒、最大 3000 
RCU/RRRU/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 指定された期間に、正常に処理されたリクエストの数。

単位: Count

ディメンション: Keyspace, TableName, Operation

有効な統計:

• SampleCount

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
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メトリクス 説明

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

SystemReconciliationDeletes クライアント側のタイムスタンプが有効になっている場合
に、トゥームストーンされたデータを削除するために消費
されたユニット数。各 SystemReconciliationDelete
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 列が必要で
すSystemReconciliationDeletes。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 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 
KBSystemReconciliationDeletes のデータが含まれて
いる。

単位: Count

ディメンション: Keyspace, TableName

有効な統計:

• Sum—SystemReconciliationDeletes ある期間に消費
された総数。

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—TTLDeletes ある期間に消費された総数。
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メトリクス 説明

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

WriteThrottleEvents 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。

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アラームの
作成
Amazon Keyspaces 向けの Amazon CloudWatch 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だけの理由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。

AWS CloudTrail での Amazon Keyspaces API コール
のログ記録
Amazon Keyspaces はAWS CloudTrail、Amazon Keyspaces のユーザー、ロール、またはAWSのサービ
スによって実行されたアクションのレコードを提供するサービスであると統合されています。 CloudTrail 
の Amazon Keyspaces のデータ定義言語 (DDS) API コールがイベントとしてキャプチャされます。キャ
プチャされたコールには、Amazon Keyspaces コンソールからのコールと、Amazon Keyspaces API オペ
レーションへのコードコールが含まれます。

証跡を作成する場合は、Amazon Keyspaces CloudTrail のイベントなど、Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットへのイベントの継続的な配信を有効にすることができます。

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。
の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。 CloudTrail

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

の Amazon Keyspaces 情報 CloudTrail
CloudTrail AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。Amazon Keyspaces でDL ア
クティビティが発生すると、そのアクティビティは他の CloudTrail AWSサービスのイベントとともにイ
ベントの [イベント履歴] のサービスのイベントとともにイベントに記録されます。次の表は、Amazon 
Keyspaces について記録される 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
ントはログインされ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

CloudTrail イベントなし DML Select GetKeyspace,
GetTable,
ListKeyspaces,
ListTables
ListTagsForResource

ログインされた各アクションには、 CloudTrail 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。

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。追跡により、 CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパー
ティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログ
ファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析と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:」の以下のトピックを参照してください。

• 証跡作成の概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• CloudTrail 複数のリージョンからの受け取り
• CloudTrail 複数のアカウントから受け取り

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。アイデンティティ
情報から以下を判断することができます。

• 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

• リクエストの送信に使用された一時的なセキュリティ認証情報に、ロールとフェデレーティッドユー
ザーのどちらが使用されたか

• 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できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリが含まれています。イベントは、任
意のソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなど
に関する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタッ
クトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、、CreateKeyspaceDropKeyspaceCreateTable、 CloudTrail DropTableおよびのアク
ションを示すログエントリを示しています。

{ 
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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 および CSA STAR の認証とサービス」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。

• 「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 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 は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的ビューを提供し
ます。Security Hub では、お客様の AWS リソースを評価し、セキュリティ業界の標準やベストプラク
ティスへの準拠を確認するために、セキュリティコントロールを使用しています。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub コントロールリファレンス」を参照して
ください。

• 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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回復力

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せずに、自動的にフェイルオーバーするア
プリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従
来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャに比べて、可用性、耐障害性、および拡張性
に優れています。

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 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、oint-in-time 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PITR (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

マネージドサービスである Amazon Keyspaces は、「Amazon Web Services: Overview of security 
processes」(アマゾン ウェブ サービス: セキュリティプロセスの概要) というホワイトペーパーに記載され
ている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順によって保護されています。

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 Diffie-
Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサ
ポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサ
ポートされています。

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、Cassandra 用のオープンソース DataStax Java ドライバーに対して認証プラグインを使
用します。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
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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. 291)」を参照し
てください。

インターフェイス VPC エンドポイントと Amazon 
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、「Amazon Virtual Private Cloud とインターフェイス 
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。

トピック
• Amazon Keyspaces 用インターフェイス VPC エンドポイントの使用 (p. 291)
• 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. 291)
• 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. 292)
• 可用性 (p. 294)
• VPC エンドポイントポリシーと Amazon Keyspaces point-in-time リカバリ (PITR) (p. 294)
• 一般的なエラーおよび警告のログ記録 (p. 295)

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。

VPC エンドポイント経由で Amazon Keyspaces step-by-step への接続を設定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 “チュートリアル:VPC エンドポイントとの接
続” (p. 69)。VPCAWS アカウント 内の別のアプリケーションから分離された Amazon Keyspaces リソー
スにクロスアカウントアクセスを設定する方法については、を参照してくださいthe section called “クロス
アカウントアクセス” (p. 52)。

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、VPC エンドポイントを利用できる各アベイラビリティーゾーンのエント
リが含まれているアカウント内で、system.peersテーブルへの入力が行われます。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 
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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
ることが推奨されます。Apache Spark では、必須です。

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テーブルをクエリしてネットワー
ク情報を表示します。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、を参照してくださいthe 
section called “VPC エンドポイント接続接続接続接続接続エラーエラーエラー” (p. 114)。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。
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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。

{ 
   "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", 
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            "Resource": [ 
                        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/
table/mytable", 
                        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*" 
           ] 
        } 
   ]
}

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-in-
time 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、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON policy elements: Condition 
key」(IAM JSON ポリシー要素: 条件キー) を参照してください。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のログ記録
Amazon Virtual Private Cloud を使用していて、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 が表示権限を持つ
すべての Amazon VPCsystem.peers エンドポイントのエントリがテーブルに含まれているために発生
します。この警告メッセージは無視しても問題ありません。

その他のエラーについては、を参照してくださいthe section called “VPC エンドポイント接続接続接続接
続接続エラーエラーエラー” (p. 114)。

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
トプラクティスは顧客の環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あく
まで有用な検討事項とお考えください。

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. 295)
• Amazon Keyspaces の発見的セキュリティベストプラクティス  (p. 297)

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。
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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
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
• カスタマー管理ポリシー

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
がに記録されますAWS CloudTrail。 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 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記録します。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 これにより、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。

を使用して、 CloudTrail キーの使用状況を監査できます。 CloudTrail は、アカウントのAWS API 呼
び出し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、「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できま
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 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記録します。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 これにより、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 CloudTrail オペレーションはすべて自動的にログインされま
す (p. 304)。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、 CloudTrail 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、イベントにレコードされます。詳細については、「を使
用しての Amazon Keyspaces オペレーションのロギング」を参照してくださいAWS CloudTrail。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「 CloudTrail イベント履歴を含むイベントの表示」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。 CloudTrail 証跡により、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、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで
収集されたデータに基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。

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。
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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. 256)」
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タグ付け方法」と「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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言語要素

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. 299)
• Amazon Keyspaces の DDL ステートメント (データ定義言語) (p. 304)
• Amazon Keyspaces の DML ステートメント (データ操作言語) (p. 311)
• Amazon Keyspaces の組み込み関数 (p. 316)

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. 299)
• 定数 (p. 299)
• 規約 (p. 300)
• データ型 (p. 300)
• Amazon Keyspaces データ型の JSON エンコード (p. 302)

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 ::=  re('[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*')
quoted_identifier   ::=  '"' (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
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string   ::=  '\'' (any character where ' can appear if doubled)+ '\'' 
              '$$' (any character other than '$$') '$$'
integer  ::=  re('-?[0-9]+')
float    ::=  re('-?[0-9]+(\.[0-9]*)?([eE][+-]?[0-9+])?') | NAN | INFINITY
boolean  ::=  TRUE | FALSE
uuid     ::=  hex{8}-hex{4}-hex{4}-hex{4}-hex{12}
hex      ::=  re("[0-9a-fA-F]")
blob     ::=  '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                 ::=  constant | literal | function_call | arithmetic_operation | 
 type_hint | bind_marker
literal              ::=  collection_literal | tuple_literal
function_call        ::=   identifier '(' [ term (',' term)* ] ')'
arithmetic_operation ::=  '-' 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. 301)」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. 315) 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 エポック (1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT) からの
日付と時刻をミリ秒単位で表す 64 ビットの符号付
き整数。

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。
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データ型 説明

tuple リテラル要素の有境グループを表します。

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。
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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

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。

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-MM-
SS[.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. 299)」
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。
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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

uuid string string UUID 形式については
「constants (p. 299)」
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。

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. 305)
• ALTER KEYSPACE (p. 305)
• DROP KEYSPACE (p. 306)
• テーブル作成 (p. 306)
• ALTER TABLE (p. 308)
• RESTORE TABLE (p. 310)
• ドロップテーブル (p. 311)

トピック
• Keyspaces (p. 304)
• テーブル (p. 306)

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
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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. 318)」を参照して
ください。

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
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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'};

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. 128)」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. 318)」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 )* ')'
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clustering_columns     ::=   column_name ( ',' column_name )*

table_options          ::=  [table_options] 
                              | CLUSTERING ORDER BY '(' clustering_order
 ')' [ AND table_options ] 
                              | options
                              | CUSTOM_PROPERTIES 
                              | WITH TAGS 
                              | WITH default_time_to_live

clustering_order       ::=   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. 300)」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。

• client_side_timestamps: テーブルに対してクライアント側のタイムスタンプを有効にす
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。テーブルで
クライアント側のタイムスタンプを有効にすると、この設定を無効にすることはできません。

• 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。
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• 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。
• 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:eu-
west-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. 147)」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。
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構文

alter_table_statement ::=  ALTER TABLE table_name    
 
        [ ADD ( column_definition | column_definition_list)  ]  
        [[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。

• client_side_timestamps: テーブルに対してクライアント側のタイムスタンプを有効にす
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。テーブルで
クライアント側のタイムスタンプを有効にすると、この設定を無効にすることはできません。

• 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。
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テーブル

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={      
              'encryption_specification':{  
                      'encryption_type': 'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',  
                      'kms_key_identifier':'arn:aws:kms:eu-
west-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111'      
                  }  
         };

point-in-time テーブルの復元を有効にするには、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、「Point-in-time リカバリ (p. 198)」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
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DML ステートメント

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
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
用する一連の Cassandra クエリ言語 (CQL) 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
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SELECT

• SELECT (p. 312)
• INSERT (p. 313)
• UPDATE (p. 315)
• DELETE (p. 316)

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  [ JSON ] ( select_clause | '*' ) 
                      FROM table_name 
                      [ WHERE 'where_clause' ] 
                      [ ORDER BY 'ordering_clause' ] 
                      [ LIMIT (integer | bind_marker) ] 
                      [ ALLOW FILTERING ]
select_clause    ::=  selector [ AS identifier ] ( ',' selector [ AS identifier ] )
selector         ::=  column_name 
                      | term
                      | CAST '(' selector AS cql_type ')' 
                      | function_name '(' [ selector ( ',' selector )* ] ')'
where_clause     ::=  relation ( AND relation )*
relation         ::=  column_name operator term 
                      TOKEN
operator         ::=  '=' | '<' | '>' | '<=' | '>=' | IN | CONTAINS | CONTAINS KEY
ordering_clause  ::=  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. 302)。

INキーワードを使う

INキーワードは、1 つ以上の値が等しいことを示します。パーティションキーとクラスタリングカラムに
適用できます。結果は、SELECTキーがステートメントに示されている順序で返されます。

例

SELECT * from mykeyspace.mytable WHERE primary.key1 IN (1,2) and clustering.key1 = 2;
SELECT * from mykeyspace.mytable WHERE primary.key1 IN (1,2) and clustering.key1 <= 2;
SELECT * from mykeyspace.mytable WHERE primary.key1 = 1 and clustering.key1 IN (1, 2);
SELECT * from mykeyspace.mytable WHERE primary.key1 <= 2 and clustering.key1 IN (1, 2) 
 ALLOW FILTERING;

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
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INSERT

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. 151)」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;

ORDER BYINキーワードと一緒に使用すると、結果はページ内で順序付けられます。ページ分割を無効に
した完全な並べ替えはサポートされていません。

トークン

TOKENPARTITION KEYSELECTWHERE関数はと句の列に適用できます。TOKENこの関数を使用する
と、Amazon Keyspaces は、PARTITION_KEYの値ではなく、のマッピングされたトークンの値に基づい
て行を返しますPARTITION KEY。

TOKENINこのキーワードではリレーションはサポートされていません。

例

SELECT TOKEN(id) from my_table;  

SELECT TOKEN(id) from my_table WHERE TOKEN(id) > 100 and TOKEN(id) < 10000;

TTL ファンクション

TTLSELECTこの関数をステートメントと共に使用すると、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;

TTLこの関数は、コレクションなどのマルチセル列では使用できません。

WRITETIME機能

WRITETIMESELECTこの関数をステートメントと共に使用すると、テーブルがクライアント側のタイムス
タンプを使用している場合にのみ、列の値のメタデータとして保存されているタイムスタンプを取得でき
ます。詳細については、「クライアントのタイムスタンプ (p. 218)」を参照してください。

SELECT WRITETIME(my_column) from my_table;

WRITETIMEこの関数は、コレクションなどのマルチセル列では使用できません。
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
ツールを介してCassandra Query Language（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、タグベースの承認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. 262)」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
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INSERT

insert_statement ::=  INSERT INTO table_name ( names_values | json_clause ) 
                      [ IF NOT EXISTS ] 
                      [ USING update_parameter ( AND update_parameter )* ]
names_values     ::=  names VALUES tuple_literal
json_clause      ::=  JSON string [ DEFAULT ( NULL | UNSET ) ]                 
names            ::=  '(' 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') ;

パラメータを更新

INSERTupdate_parameterは次の値をサポートします。

• TTL— 秒単位の時間値。設定可能な最大値は 630,720,000 秒で、20 年に相当します。
• TIMESTAMP— 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT、bigintという標準基準時間からの経過時間をマイク

ロ秒単位で表す値。epochAmazon Keyspaces のタイムスタンプは、過去 2 日前からfuture 5 分の範囲
でなければなりません。

例

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;

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. 302)。

JSONキーワードを使用して、JSONエンコードされた map 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"}';

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、id234-56-7890重複キーがある場所では値が使用されてい
ます。
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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 table_name 
                      [ USING update_parameter ( AND update_parameter )* ] 
                      SET assignment ( ',' assignment )* 
                      WHERE where_clause 
                      [ IF ( EXISTS | condition ( AND condition )*) ]
update_parameter ::=  ( integer | bind_marker )
assignment       ::=  simple_selection '=' term 
                     | column_name '=' column_name ( '+' | '-' ) term 
                     | column_name '=' list_literal '+' column_name
simple_selection ::=  column_name 
                     | column_name '[' term ']' 
                     | column_name '.' `field_name
condition        ::=  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. 301)」を参照してください。

UPDATE ActiveUsers SET counter = counter + 1  WHERE user = A70FE1C0-5408-4AE3-
BE34-8733E5K09F14 AND action = 'click';

パラメータを更新

UPDATEupdate_parameterは次の値をサポートします。

• TTL— 秒単位の時間値。設定可能な最大値は 630,720,000 秒で、20 年に相当します。
• TIMESTAMP— 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT、bigintという標準基準時間からの経過時間をマイク

ロ秒単位で表す値。epochAmazon Keyspaces のタイムスタンプは、過去 2 日前からfuture 5 分の範囲
でなければなりません。

例

UPDATE my_table (userid, time, subject, body, user) 
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        VALUES (B79CB3BA-745E-5D9A-8903-4A02327A7E09, 96a29100-5e25-11ec-90d7-b5d91eceda0a, 
 'Message', 'Hello again','205.212.123.123') 
        USING TIMESTAMP '2022-11-03 13:30:54+0400';

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 
                      [ USING update_parameter ( AND update_parameter )* ] 
                      WHERE where_clause 
                      [ IF ( EXISTS | condition ( AND condition )*) ]

simple_selection ::=  column_name 
                     | column_name '[' term ']' 
                     | column_name '.' `field_name

condition        ::=  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' ;

DELETEupdate_parameterは次の値をサポートします。

• TIMESTAMP— 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT、bigintという標準基準時間からの経過時間をマイク
ロ秒単位で表す値。epoch

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. 316)

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。
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スカラー関数

関数 説明

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で可能
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。

now 新しい一意の timeuuid を返しま
す。INSERT、UPDATE、DELETEおよびステートメ
ントをサポートし、WHEREステートメントの条項
の一部としてもサポートされています。SELECT

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 列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 ランダムなバージョン 4 UUID を返しま
す。INSERT、UPDATE、DELETEおよびステートメ
ントをサポートし、WHEREステートメントの条項
の一部としてもサポートされています。SELECT

writetime 指定された列の値のタイムスタンプを返します。

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。

317



Amazon Keyspaces (Apache 
Cassandra 向け) デベロッパーガイド
Amazon Keyspaces サービスクォータ

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. 318)
• 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. 320)
• Amazon Keyspaces の保管データ暗号化 (p. 320)

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。

クォータ 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
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  Service Quotas コン
ソールで調整できます。

256

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. 149)」を参照してくださ
い。

1 MB
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Amazon Keyspaces サービスクォータ

クォータ 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. 147)」を参照
してください。

1 MB

INSELECTステートメントあたり
の最大サブクエリ数

INSELECTステートメントのキー
ワードに使用できるサブクエリ
の最大数。このデフォルト値は 
Service Quotas コンソールで調
整できます。

100

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  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  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
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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)

クォータ 説明 Amazon Keyspaces デフォルト

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

Point-in-time 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  Service Quotas コンソール
で調整できます。

4

point-in-time リカバリ (PITR) を
使用して復元されるデータの最
大量

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. 318)」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)。
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Amazon Keyspaces の保管データ暗号化

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:2023 年 4 月 25 日

変更 説明 日付

Amazon KeyspacesIN による
キーワードのサポート

Amazon Keyspaces 
は、INSELECTステートメント内
のキーワードをサポートするよう
になりました。

2023 年 4 月 25 日

Amazon Keyspaces とインター
フェイス VPC エンドポイントへ
のクロスアカウントアクセス

VPC エンドポイントを使用して 
Amazon Keyspaces にクロスア
カウントアクセスを実装する方法
について説明します。

2023 年 4 月 20 日

Amazon Keyspaces によるクラ
イアント側のタイムスタンプの
サポート

Amazon Keyspaces のクラ
イアント側タイムスタンプ
は、Cassandra互換のセルレベル
のタイムスタンプで、さまざまな
クライアントが同じデータに変更
を加えたときに、分散アプリケー
ションが書き込み操作の順序を決
定するのに役立ちます。

2023 年 3 月 14 日

Amazon Keyspaces とインター
フェイス VPC エンドポイントの
使用開始方法

step-by-step このチュートリ
アルでは、VPC から Amazon 
Keyspaces に接続する方法につ
いて説明します。

2023 年 3 月 1 日

Amazon Keyspaces ステーブル
のコストの最適化

既存の Amazon Keyspaces ス
テーブルのコストを最適化するた
めの戦略を特定するのに役立つベ
ストプラクティスとガイダンスが
用意されています。

2023 年 2 月 17 日

Murmur3Partitionerがデフォ
ルトになりました

Murmur3Partitionerが 
Amazon Keyspaces のデフォル
トパーティショナーになりまし
た。

2022 年 11 月 17 日

Amazon Keyspaces がサ
ポートされるようになりまし
たMurmur3Partitioner

Murmur3Partitionerが 
Amazon Keyspaces で利用でき
るようになりました。

2022 年 11 月 9 日

空の文字列と BLOB 値の更新を
Support

Amazon Keyspaces では、空の
文字列と BLOB 値がクラスタリ

2022 年 10 月 19 日
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ング列値であることもサポートさ
れるようになりました。

Amazon Keyspaces がご利用い
ただけるようになりましたAWS 
GovCloud (US)

Amazon KeyspacesAWS 
GovCloud (US) Region がで利用
可能になり、FedRAMP ハイコン
プライアンスの対象となります。
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。

2022 年 8 月 4 日

Amazon で Amazon Keyspaces 
ステーブルのストレージコス
トをモニタリングしましょう 
CloudWatch

Amazon Keyspaces で
は、BillableTableSizeInBytes
CloudWatch メトリックスを使用
してテーブルストレージのコスト
を経時的に監視および追跡できる
ようになりました。

2022 年 6 月 14 日

Amazon Keyspaces がテラ
フォームをサポートするように
なりました

Terraform を使用して Amazon 
Keyspaces でデータ定義言語 
(DDL) オペレーションを実行でき
るようになりました。

2022 年 6 月 9 日

Amazon Keyspacestoken 機能
のサポート

Amazon Keyspaces で
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。

2022 年 4 月 19 日

Amazon Keyspaces と Apache 
Spark の統合

Amazon Keyspaces では、オー
プンソースの Spark Cassandra 
コネクタを使用すること
で、Apache Spark のデータをよ
り簡単に読み書きできるようにな
りました。

2022 年 4 月 19 日

Amazon Keyspaces API リファ
レンス

Amazon Keyspaces は、AWS 
SDKと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
ルプレーンオペレーションをサ
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
ン操作について詳しく説明してい
ます。

2022 年 3 月 2 日

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
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。

2021 年 11 月 22 日

Amazon Keyspaces による有効
期限 (TTL) のサポート。

Amazon Keyspaces 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。

2021 年 10 月 18 日
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DSBulk を使用した Amazon 
Keyspaces へのデータ移行。

DataStax バルクローダー 
(DSBulk) を使用して Apache 
Cassandra から Amazon 
Keyspacestep-by-step にデータ
を移行するためのチュートリア
ル。

2021 年 8 月 9 日

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
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。

2021 年 7 月 29 日

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
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。

2021 年 6 月 1 日

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
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。

2021 年 6 月 1 日

Amazon Keyspaces による 
JSON 構文のサポート

Amazon Keyspaces で
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。

2021 年 1 月 21 日

Amazon Keyspaces による静的
列のサポート

Amazon Keyspaces では、静的
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。

2020 年 11 月 9 日

Amazon Keyspaces による 
NoSQL Workbench のサポートの 
GA リリース

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。

2020 年 10 月 28 日

Amazon Keyspaces による 
NoSQL Workbench のサポートの
プレビューリリース

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。

2020 年 10 月 5 日
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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
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。

2020 年 7 月 17 日

アマゾンKeyspaces point-in-time 
リカバリ (PITR)

Amazon Keyspaces では、 point-
in-time リカバリ (PITR) により、
テーブルデータの継続的なバック
アップが可能になり、テーブルの
誤った書き込みや削除などのオペ
レーションを防止できます。

2020 年 7 月 9 日

Amazon Keyspaces の一般向け
販売

以前はプレビュー時に Amazon 
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。

2020 年 4 月 23 日

Amazon Keyspaces オートス
ケーリング

Amazon Keyspaces (Apache 
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。

2020 年 4 月 23 日

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。

2020 年 4 月 16 日

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
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。

2020 年 4 月 8 日

カウンターデータ型 Amazon Keyspaces では、カウ
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。

2020 年 4 月 7 日

リソースのタグ付け Amazon Keyspaces では、タグ
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 3 月 31 日
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AWS CloudFormation のサポート Amazon Keyspaces では、AWS 
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。

2020 年 3 月 25 日

IAM ロール/ポリシーおよび 
SigV4 認証のサポート

AWS Identity and Access 
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
レーションアイデンティティを使
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。

2020 年 3 月 17 日

読み取り/書き込みキャパシティ
モード

Amazon Keyspaces で 2 つの読
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。

2020 年 2 月 20 日

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。

2019 年 12 月 3 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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