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AWS規範的ガイダンスパターン
Amazon Web Services (AWS）規範的なガイダンスパターンが提供する step-by-step 特定のクラウド移
行、モダナイゼーション、デプロイシナリオを実装するための手順、アーキテクチャ、ツール、および
コード。これらのパターンは、対象分野の専門家によって吟味されていますAWSは、への移行を計画して
いる、または移行中のビルダーやハンズオンユーザーを対象としていますAWS。また、すでにオンになっ
ているユーザーもサポートしていますAWSまた、クラウド運用を最適化または最新化する方法を探してい
ます。

これらのパターンを使用して、さまざまな複雑さのオンプレミスまたはクラウドのワークロードをAWSま
た、プロジェクトの概念実証、計画、実装のどの段階にあっても、クラウドの採用、最適化、近代化の取
り組みを加速できます。たとえば、クラウド移行プロジェクトの場合:

• 計画段階では、移行先として利用できるさまざまなオプションを評価できます。AWS。移転、再ホス
ト、再プラットフォーム、再構築、再購入のいずれを行うかに応じて、ニーズに合った適切なパター
ンを選択できます。また、移行に使用できるさまざまなツールを理解し、ライセンスの調達を計画した
り、ベンダーとの最初の会話を始めることもできます。

• 概念実証と実装フェーズでは、 step-by-step ワークロードの移行先となるパターンに記載されている説
明AWS。各パターンには、前提条件や前提条件、ターゲットリファレンスアーキテクチャ、ツール、タ
スクリスト、コードなどの詳細が含まれます。

• 既に使用している場合AWS クラウドクラウドリソースの最新化、最適化、スケーリング、安全利用に役
立つパターンを見つけることができます。

移行のプランニング方法の詳細についてはAWS クラウド、を参照してください組織を動員して大規模な移
行を加速させましょう。ガイド、ストラテジー、パターンを含むすべての出版物を見るには、AWS規範的
ガイダンスホームページ。
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Microsoft SQL Server Analysis Services 
で Amazon Redshift データを分析する

分析
トピック

• Microsoft SQL Server Analysis Services で Amazon Redshift データを分析する (p. 2)
• AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS Glue の暗号化適用を自動化する (p. 5)
• AWS Glue を使用して、データを Amazon S3 から Amazon Redshift に段階的にロードする ETL サー

ビスパイプラインを構築します。 (p. 9)
• AWS サービスを使用してバリューアットリスク (VaR) を計算 (p. 16)
• テラデータノーマライズテンポラルフィーチャーを Amazon Redshift SQL に変換 (p. 20)
• テラデータのリセットタイミング機能を Amazon Redshift SQL に変換 (p. 26)
• 起動時に Amazon EMR クラスターのタグ付けを強制する (p. 30)
• Amazon S3 への Amazon EMR ロギングが起動時に有効になっていることを確認する (p. 34)
• AWS Glue ジョブと Python を使用してテストデータを生成する (p. 38)
• Lambda 関数を使用して一時的な EMR クラスターで Spark ジョブを起動する (p. 49)
• AWS Glue を使用して Apache カサンドラのワークロードを Amazon Keyspaces に移行する (p. 55)
• Oracle ビジネスインテリジェンス 12c をオンプレミスサーバーから AWS クラウドに移行 (p. 66)
• ELK スタックを AWS 上のエラスティッククラウドに移行 (p. 78)
• スターバーストを使用してデータを AWS クラウドに移行する (p. 88)
• AWS での入力ファイルサイズの ETL インジェストを最適化 (p. 93)
• AWS Step Functions を使用して検証、変換、パーティショニングを使用して ETL パイプラインを

オーケストレーションします (p. 96)
• Amazon Redshift 機械学習を使用して高度な分析を実行する (p. 102)
• Athena による Amazon DynamoDB テーブルへのアクセス、クエリ、結合 (p. 107)
• スカラーの Python UDF を使用して Amazon Redshift のクエリ結果に対して言語固有のソートをセッ

トアップする (p. 115)
• 異なる AWS リージョンの S3 バケットからのイベント通知に Lambda 関数をサブスクライブす

る (p. 122)
• データを Apache Parquet に変換するための 3 種類の AWS Glue ETL ジョブタイプ (p. 125)
• Amazon Athena と Amazon を使用して Amazon Redshift の監査ログを視覚化する 

QuickSight (p. 133)
• Amazon を使用するすべての AWS アカウントの IAM 認証レポートを視覚化 QuickSight (p. 137)
• その他のパターン (p. 144)

Microsoft SQL Server Analysis Services で Amazon 
Redshift データを分析する

作成者:スニル・ヴォラ (AWS)
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概要

環境: PoC またはパイロット ソース: Amazon Redshift ターゲット: Microsoft SQL 
Server Analysis Services

R タイプ: 該当なし ワークロード: Microsoft テクノロジー: 分析

AWS サービス: Amazon Redshift

概要
このパターンは、データベースアクセスに Intellisoft OLE DB プロバイダーまたは CData ADO.NET プロバ
イダーを使用して、Microsoft SQL Server 分析サービスの Amazon Redshift データを接続して分析する方
法を示しています。

Amazon Redshift は、クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウスサー
ビスです。SQL Server 分析サービスは、データマートや Amazon Redshift などのデータウェアハウスか
らのデータを分析するために使用できるオンライン分析処理 (OLAP) ツールです。SQL Server 分析サービ
スを使用してデータから OLAP キューブを作成し、迅速で高度なデータ分析を行うことができます。 

前提条件と制限
前提条件

• このパターンは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで Amazon Redshift 用
に SQL Server Analysis Services と Intellisoft OLE DB Provider または CData ADO.NET Provider を 
Amazon Reltic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに設定する方法を示しています。または、
両方を企業データセンターのホストにインストールすることもできます。

前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon Redshift クラスター

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Amazon Redshift クラスター

ターゲットテクノロジースタック

• Microsoft SQL Server Analysis Services

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

Tools
• マイクロソフトビジュアルスタジオ 2019 (コミュニティエディション)
• Amazon Redshift 用インテリソフト OLE DB プロバイダー (トライアル) または Amazon Redshift 用 

CData ADO.NET プロバイダー (トライアル)
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エピック

エピック
分析テーブル

タスク 説明 必要なスキル

インポートするテーブルとデー
タを分析します。

インポートする Amazon Redshift 
テーブルとそのサイズを特定し
ます。

DBA

EC2 インスタンスをセットアップし、ツールをインストールする

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスをセットアッ
プする。

AWS アカウントで、プライベー
トサブネットまたはパブリック
サブネットに EC2 インスタンス
を作成します。

システム管理者

データベースアクセス用のツー
ルをインストールします。

Amazon Redshift 用の Intellisoft 
OLE DB プロバイダー (または 
Amazon Redshift 用の CData 
ADO.NET プロバイダー) をダウ
ンロードしてインストールしま
す。 

システム管理者

Visual Studio をインストールし
ます。

Visual Studio 2019 (コミュニティ
エディション) をダウンロードし
てインストールします。 

システム管理者

拡張機能をインストールしま
す。

Visual Studio に Microsoft 分析
サービスプロジェクト拡張をイ
ンストールします。

システム管理者

プロジェクトを作成します。 Visual Studio で新しい表形式
モデルプロジェクトを作成して 
Amazon Redshift データを保存
します。Visual Studio では、プ
ロジェクトの作成時に分析サー
ビスの表形式プロジェクトオプ
ションを選択します。

DBA

データソースの作成とテーブルのインポート

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift データソースを
作成します。

Amazon Redshift 用の Intellisoft 
OLE DB プロバイダー (または 
Amazon Redshift 用の CData 
ADO.NET プロバイダー) と 
Amazon Redshift 認証情報を使
用して Amazon Redshift データ
ソースを作成します。

Amazon Redshift、DBA
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

テーブルをインポートします。 Amazon Redshift からテーブルと
ビューを選択して SQL Server 分
析サービスプロジェクトにイン
ポートします。

Amazon Redshift、DBA

移行後のクリーンアップを行う

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを削除しま
す。

以前に起動した EC2 インスタン
スを削除します。

システム管理者

関連リソース
• Amazon Redshift (AWS ドキュメント)
• SQL Server 分析サービスのインストール (Microsoft ドキュメント)
• 表形式モデルデザイナー (Microsoft ドキュメント)
• 高度な分析のための OLAP キューブの概要 (Microsoft ドキュメント)
• マイクロソフトビジュアルスタジオ 2019 (コミュニティエディション)
• Amazon Redshift 用インテリソフト OLE DB プロバイダー (トライアル) 
• Amazon Redshift 用 CData ADO.NET プロバイダー (トライアル)

AWS CloudFormation テンプレートを使用して 
AWS Glue の暗号化適用を自動化する

作成者:ディオゴ・ゲデス (AWS)

code repository:

• AWS Glue 暗号化の実施

環境:プロダクション テクノロジー:分析、セキュリ
ティ、アイデンティティ、コン
プライアンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス: EventBridge
アマゾン、AWS Glue、AWS 
KMS、AWS Lambda、AWS 
CloudFormation

概要
このパターンは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS Glue で暗号化の適用を設定および
自動化する方法を示しています。このテンプレートは、暗号化を実施するために必要なすべての構成とリ
ソースを作成します。これらのリソースには、初期設定、Amazon EventBridge ルールによって作成され
た予防制御、および AWS Lambda 関数が含まれます。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• CloudFormation テンプレートとそのリソースをデプロイする権限

機能制限

このセキュリティ管理は地域ごとに行われます。AWS GAWS Glue e で暗号化を適用する各 AWS リー
ジョンにセキュリティコントロールをデプロイする必要があります。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• CloudWatch アマゾンログ (AWS Lambda から)
• EventBridge アマゾンルール
• AWS CloudFormation スタック
• AWS CloudTrail
• AWS Identity and Access Management (IAM) マネージドロールとポリシー
• AWS Key Management Service (AWS KMS)
• AWS KMS エイリアス
• AWS Lambda 関数
• Systems Manager パラメータストア

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS Glue で暗号化の強制を自動化する方法を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. CloudFormation テンプレートは、AWS Glue での暗号化強制の初期設定やディテクティブコントロール
を含むすべてのリソースを作成します。

2. EventBridge ルールは、暗号化設定の状態変化を検出します。
3. Lambda 関数が呼び出され、 CloudWatch ログによる評価とロギングが行われます。非準拠の検出で

は、パラメータストアは AWS KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) で復元されます。このサー
ビスは、暗号化が有効になっている状態に戻されます。

自動化とスケーリング

AWS Organizations を使用している場合は、AWS CloudFormation StackSets Glue で暗号化を適用したい
複数のアカウントに AWS を使用してこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
• Amazon CloudWatch により、AWS リソースや、AWS で実行されるアプリケーションのメトリックス

をリアルタイムにモニタリングできるようになります。
• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのリアルタイムデータに接続でき

るように支援するのサーバーレスのイベントバスサービスです。たとえば、Lambda 関数、API 宛先を
使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、他の AWS アカウントのイベントバスなどです。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ベストプラクティス

• AWS CloudFormation は、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫性のあるプロビジョニングを
行い、AWS アカウントとリージョンにわたるライフサイクル全体にわたる管理を支援します。

• AWS CloudTrail により、AWS アカウントの運用およびリスクの監査、ガバナンス、コンプライアンス
を行うことができるようになります。

• AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データスト
アとデータストリーム間でのデータの分類、クリーニング、エンリッチ化、および移動を確実に行うこ
とができます。

• AWS Key Management Service (AWS KMS) により、データの保護に役立つ暗号化キーを作成および制
御できるようになります。

• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実行できるように支援するコ
ンピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングを行うため、
課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• AWS Systems Manager により、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャ
の管理を簡単に行うことができるようになります。これにより、アプリケーションとリソースの管理が
簡略化され、運用上の問題の検出と解決にかかる時間が短縮されるほか、大規模な AWS リソースを大
規模な AWS リソースを安全に管理できるようになります。

Code

このパターンのコードは、 GitHub aws-custom-guardrail-event-driven リポジトリにあります。

ベストプラクティス
AWS Glue では、AWS Glue でジョブを作成したり、開発エンドポイントを使用してスクリプトを開発し
たりする際に、保存中のデータ暗号化をサポートしています。

推奨されるベストプラクティスを以下に示します：

• AWS KMS キーを使用して暗号化されたデータを保存時に書き込むように ETL ジョブと開発エンドポイ
ントを設定します。

• AWS KMS で管理するキーを使用して、AWS Glue データカタログに保存されているメタデータを暗号
化します。

• AWS KMS キーを使用して、ジョブのブックマークや、クローラーおよび ETL ジョブで生成されたログ
を暗号化します。

エピック
CloudFormation テンプレートを起動する

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

aws-custom-guardrail-
event-driven.yaml GitHub
リポジトリからテンプレー
トをダウンロードし、テ
ンプレートをデプロイしま
す。CREATE_COMPLETEステー
タスは、テンプレートが正常
にデプロイされたことを示しま
す。

注:テンプレートには入力パラ
メータは必要ありません。

クラウドアーキテクト
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
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エピック

AWS Glue の暗号化設定を確認します。

タスク 説明 必要なスキル

AWS KMS キー設定を確認して
ください。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS Glue 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインの [デー
タカタログ] で、[カタログ設
定] を選択します。

3. [メタデータの暗号化] と [接続
パスワードの暗号化] の設定に
フラグが付けられ、使用する
ように構成されていることを
確認しますKMSKeyGlue。

クラウドアーキテクト

暗号化の適用をテストする

タスク 説明 必要なスキル

の暗号化設定を確認してくださ
い CloudFormation。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

2. ナビゲーションペインで 
[Stacks] を選択し、スタック
を選択します。

3. [Resources] タブを選択しま
す。

4. リソーステーブルで、ロジカ
ル ID による暗号化設定を確認
します。

クラウドアーキテクト

プロビジョニングされたインフ
ラストラクチャを非準拠の状態
に切り替えます。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS Glue 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインの [デー
タカタログ] で、[カタログ設
定] を選択します。

3. メタデータの暗号化チェック
ボックスをオフにします。

4. [接続パスワードを暗号化] 
チェックボックスをオフにし
ます。

5. [Save] (保存) を選択します。
6. AWS Glue コンソールを更新

します。

ガードレールは、チェックボッ
クスをオフにすると AWS Glue 
の非準拠状態を検出し、暗号

クラウドアーキテクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
化の設定ミスを自動的に修正し
てコンプライアンスを実施しま
す。そのため、ページを更新し
た後に、暗号化チェックボック
スを再度オンにする必要があり
ます。

関連リソース
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (AWS CloudFormation ドキュメント)
• AWS を使用した AWS API CloudWatch 呼び出しでトリガーされるイベントルールの作成 CloudTrail

(Amazon CloudWatch ドキュメント)
• AWS Glue での暗号化の設定 (AWS Glue ドキュメント)

AWS Glue を使用して、データを Amazon S3 から 
Amazon Redshift に段階的にロードする ETL サー
ビスパイプラインを構築します。

ローハン・ジャマダーニ (AWS) とアルナバ・ダッタ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:分析、データレイ
ク、ストレージとバックアップ

AWS サービス:Amazon 
Redshift、Amazon S3、AWS 
Glue、AWS Lambda

概要
このパターンでは、データレイクのパフォーマンスを最適化するために Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) を設定し、AWS Glue を使用して Amazon S3 から Amazon Redshift に段階的なデータ変更
をロードし、抽出、変換、ロード (ETL) オペレーションを実行する方法に関するガイダンスを提供しま
す。 

Amazon S3 のソースファイルには、カンマ区切り値 (CSV)、XML、JSON ファイルなど、さまざまな形
式を使用できます。このパターンは、AWS Glue を使用してソースファイルを Apache Parquet のような
コストとパフォーマンスが最適化された形式に変換する方法を示しています。Amazon Athena と Amazon 
Redshift Spectrum から Parquet ファイルを直接クエリできます。Parquet ファイルを Amazon Redshift に
ロードして集約し、集約されたデータを消費者と共有したり、Amazon を使用してデータを視覚化したり
することもできます QuickSight。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
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アーキテクチャ

• 適切な権限を持ち、CSV、XML、または JSON ファイルを含む S3 ソースバケット。

前提条件

• CSV、XML、または JSON ソースファイルはすでに Amazon S3 にロードされており、AWS Glue と 
Amazon Redshift が設定されているアカウントからアクセスできます。

• Amazon Redshift のドキュメントで説明されているように、ファイルのロード、ファイルの分割、圧
縮、マニフェストの使用に関するベストプラクティスに従います。

• ソースファイル構造は変更されません。
• ソースシステムは、Amazon S3 で定義されたフォルダ構造に従って Amazon S3 にデータを取り込むこ

とができます。
• Amazon Redshift クラスターは、1 つのアベイラビリティーゾーンにまたがっています。(AWS 

Lambda、AWS Glue、Amazon Athena はサーバーレスなので、このアーキテクチャは適切です。) 可用
性を高めるため、クラスタースナップショットは定期的に作成されます。

機能制限

• ファイル形式は、AWS Glue で現在サポートされているものに限られています。
• リアルタイムのダウンストリームレポートはサポートされていません。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• CSV、XML、または JSON ファイルを含む S3 バケット

ターゲットテクノロジースタック

• S3 データレイク (分割された Parquet ファイルストレージを使用)
• Amazon Redshift

ターゲットアーキテクチャ

データフロー

Tools
• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、拡張性の高いオブジェクトストレージ

サービスです。Amazon S3 は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイ
クなど、さまざまなストレージソリューションに使用できます。

• AWS Lambda — AWS Lambda を使用すると、サーバーのプロビジョニングや管理をすることなく、
コードを実行できます。AWS Lambda はイベント駆動型サービスです。他の AWS サービスから自動的
に開始するようにコードを設定できます。

• Amazon Redshift — Amazon Redshift は、フルマネージド型で、ペタバイトスケールのデータウェアハ
ウスを提供する、クラウドのサービスです。Amazon Redshift では、標準 SQL を使用して、データウェ
アハウスとデータレイク全体でペタバイトの構造化データおよび半構造化データをクエリできます。
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叙事詩

• AWS Glue — AWS Glue は、分析のためのデータの準備とロードを容易に準備およびロードできるフル
マネージド型 ETL サービスです。AWS Glue はデータを検出し、関連するメタデータ (テーブル定義や
スキーマなど) を AWS Glue データカタログに保存します。カタログ化されたデータは、すぐに検索お
よびクエリが可能になり、ETL で使用できるようになります。

• AWS Secrets Manager — AWS Secrets Manager は、アプリケーションやサービスへのアクセスに必
要なシークレットの保護と集中管理を容易にします。このサービスを使用すると、データベースクレデ
ンシャル、APIキー、およびその他のシークレットを保存するため、機密情報をプレーンテキスト形式
でハードコードする必要がなくなります。Secrets Manager には、セキュリティとコンプライアンスの
ニーズを満たすためのキーローテーションも用意されています。これは、へのアクセスが含まれていま
す Amazon Redshift、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon DocumentDB の
統合が組み込まれています。シークレットマネージャーコンソール、コマンドラインインターフェイス 
(CLI)、またはシークレットマネージャー API と SDK を使用して、シークレットを保存して一元管理で
きます。

• Amazon Athena — Amazon Athena は、Amazon S3 に保存されているデータを簡単に分析できるインタ
ラクティブなクエリサービスです。Athena はサーバーレスで AWS Glue と統合されているため、AWS 
Glue を使用してカタログ化されたデータを直接クエリできます。Athena はインタラクティブなクエリ
パフォーマンスを実現するために柔軟にスケーリングされています。

叙事詩
S3 バケットとフォルダ構造の作成

タスク 説明 必要なスキル

ソースシステムのデータ構造と
属性を分析します。

このタスクは、Amazon S3 デー
タレイクに寄与するデータソー
スごとに実行します。

データエンジニア

パーティションとアクセス戦略
を定義します。

この戦略は、データキャプチャ
の頻度、デルタ処理、および
消費ニーズに基づいて行う必
要があります。S3 バケットが
一般に公開されていないこと
と、アクセスが特定のサービス
ロールベースのポリシーによっ
てのみ制御されていることを確
認してください。詳細について
は、Amazon S3 のドキュメン
ト参照してください。

データエンジニア

データソースタイプごとに個別
の S3 バケットを作成し、処理さ
れた (Parquet) データ用にソース
ごとに個別の S3 バケットを作成
します。

ソースごとに個別のバケット
を作成し、ソースシステムの
データ取り込み頻度に基づいて
フォルダー構造を作成します 
(例:)s3://source-system-
name/date/hour。処理された 
(Parquet形式に変換された) ファ
イルについては、同様の構造を
作成します。たとえば、s3://
source-processed-bucket/
date/hour。S3 バケットの作成
の詳細については、Amazon S3 
ドキュメントを参照してくださ
い。

データエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

Amazon Redshift でデータウェアハウスを作成する

タスク 説明 必要なスキル

適切なパラメータグループとメ
ンテナンスおよびバックアップ
戦略を使用して Amazon Redshift 
クラスターを起動します。

Amazon Redshift クラスターを作
成する際は、管理者ユーザーの
認証情報として Secrets Manager 
データベースシークレットを
使用してください。Amazon 
Redshift クラスターの作成と
サイジングの詳細について
は、Amazon Redshift のドキュメ
ントと「クラウドデータウェア
ハウスのサイジング」ホワイト
ペーパーを参照してください。

データエンジニア

IAM サービスロールを作成し
て、Amazon Redshift クラスター
にアタッチします。

AWS Identity and Access 
Management (IAM) サービスロー
ルは、Secrets Manager とソース 
S3 バケットへのアクセスを保証
します。詳細については、承認
とロールの追加に関する AWS の
ドキュメントを参照してくださ
い。

データエンジニア

データベーススキーマを作成し
ます。

Amazon Redshift のベストプラク
ティスに従います。ユースケー
スに基づいて、適切なソート
キーとディストリビューション
キー、および可能な限り最適な
圧縮エンコードを選択してくだ
さい。ベストプラクティスにつ
いては、AWS ドキュメントを参
照してください。

データエンジニア

ワークロード管理を設定しま
す。

要件に応じて、ワークロード管
理 (WLM) キュー、ショートクエ
リアクセラレーション (SQA)、
または同時実行スケーリング
を設定します。詳細について
は、Amazon Redshift ドキュメ
ントの「ワークロード管理の実
装」を参照してください。

データエンジニア

Secrets Manager でシークレットの作成

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift のサインイン
認証情報をシークレットマネー
ジャーに保存するための新しい
シークレットを作成します。

このシークレットには、管理者
ユーザーと個々のデータベー
スサービスユーザーの認証情報
が保存されます。手順について
は、Secrets Manager のドキュメ
ントを参照してください。シー
クレットタイプとして Amazon 

データエンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/event-publishing-redshift-cluster.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
Redshift クラスターを選択しま
す。さらに、シークレットロー
テーションページで、ローテー
ションをオンにします。これに
より、Amazon Redshift クラス
ターに適切なユーザーが作成さ
れ、定義された間隔でキーシー
クレットがローテーションされ
ます。

Secrets Manager のアクセスを制
限する IAM ポリシーを作成しま
す。

Secrets Manager へのアクセスを 
Amazon Redshift 管理者と AWS 
Glue のみに制限します。

データエンジニア

AWS Glue の設定

タスク 説明 必要なスキル

AWS Glue データカタログ
で、Amazon Redshift への接続を
追加します。

手順については、AWS Glue の
ドキュメントを参照してくださ
い。

データエンジニア

AWS Glue の IAM サービス
ロールを作成してアタッチ
し、Secrets Manager、Amazon 
Redshift、S3 バケットにアクセ
スできるようにします。

詳細については、AWS Glue の
ドキュメントを参照してくださ
い。

データエンジニア

ソースの AWS Glue データカタ
ログを定義します。

このステップでは、データベー
スと必要なテーブルを AWS Glue 
データカタログに作成する必要
があります。クローラーを使用
して AWS Glue データベース内
のテーブルをカタログ化するこ
とも、Amazon Athena 外部テー
ブルとして定義することもでき
ます。AWS Glue データカタロ
グを通じて、Athena で定義され
ている外部テーブルにアクセス
することもできます。Athena で
のデータカタログの定義と外部
テーブルの作成の詳細について
は、AWS のドキュメントを参照
してください。

データエンジニア

ソースデータを処理する AWS 
Glue ジョブを作成します。

AWS Glue ジョブは Python シェ
ルでも PySpark 、ソースデー
タファイルの標準化、重複排
除、クレンジングでもかまいま
せん。パフォーマンスを最適化
し、S3 ソースバケット全体をク
エリする必要がないようにする
には、AWS Glue ジョブのプッ
シュダウン条件として、S3 バ

データエンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/console-connections.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ケットを日付ごとに分割し、
年、月、日、時間ごとに分割し
ます。詳細については、AWS 
Glue のドキュメントを参照して
ください。処理および変換され
たデータを、処理済みの S3 バ
ケットパーティションに Parquet 
形式でロードします。Parquet 
ファイルのクエリは Athena から
行うことができます。

AWS Glue ジョブを作成し
て、Amazon Redshift にデータを
ロードします。

AWS Glue ジョブは Python シェ
ルの場合もあれば PySpark 、
データを更新してから完全に更
新することでデータをロードす
ることもできます。詳細につい
ては、AWS Glue のドキュメント
と追加情報セクションを参照し
てください。

データエンジニア

(オプション) 必要に応じてトリ
ガーを使用して AWS Glue ジョ
ブをスケジュールします。

データのインクリメンタルロー
ドは、主に AWS Lambda 関数
が AWS Glue ジョブを呼び出
す Amazon S3 イベントによっ
て引き起こされます。イベント
ベースのスケジューリングでは
なく時間ベースのスケジューリ
ングを必要とするデータロード
には、AWS Glue トリガーベース
のスケジューリングを使用して
ください。

データエンジニア

Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Lambda の IAM サービス
にリンクされたロールを作成し
てアタッチし、S3 バケットと 
AWS Glue ジョブにアクセスでき
るようにします。

Amazon S3 オブジェクトと
バケットを読み取るポリシー
と、AWS Glue API にアクセス
して AWS Glue ジョブを開始す
るポリシーを含む AWS Lambda 
の IAM サービスにリンクされた
ロールを作成します。詳細につ
いては、ナレッジセンターを参
照してください。

データエンジニア

定義された Amazon S3 イベント
に基づいて AWS Glue ジョブを
実行する Lambda 関数を作成し
ます。

Lambda 関数は、Amazon S3 
マニフェストファイルの作成
によって開始する必要がありま
す。Lambda 関数は、Amazon 
S3 フォルダの場所 (たとえ
ば、source_bucket/年/月/日付/時
間) を AWS Glue ジョブにパラ
メータとして渡す必要がありま

データエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
す。AWS Glue ジョブは、このパ
ラメータをプッシュダウン述語
として使用して、ファイルアク
セスとジョブ処理のパフォーマ
ンスを最適化します。詳細につ
いては、AWS Glue のドキュメン
トを参照してください。

Amazon S3 PUT オブジェクト
イベントを作成してオブジェク
トの作成を検出し、それぞれの 
Lambda 関数を呼び出します。

Amazon S3 PUT オブジェクト
イベントは、マニフェストファ
イルの作成によってのみ開始
する必要があります。マニフェ
ストファイルは Lambda 関数
と AWS Glue ジョブの同時実
行を制御し、S3 ソースバケッ
トの特定のパーティションに到
着する個々のファイルを処理す
る代わりに、ロードをバッチと
して処理します。詳細について
は、Lambda のドキュメントを参
照してください。

データエンジニア

関連リソース
• Amazon S3 ドキュメント
• AWS Glue ドキュメンテーション
• Amazon Redshift ドキュメント
• AWS Lambda
• Amazon Athena
• AWS Secrets Manager

追加情報
アップサートと完全なリフレッシュのための詳細なアプローチ

アップサート:これは、ビジネスユースケースに応じて履歴集計が必要なデータセット用です。ビジネス
ニーズに応じて、「新しいデータの更新と挿入 (Amazon Redshift ドキュメント)」で説明されているいず
れかの方法に従ってください。

完全更新:これは、履歴の集計を必要としない小規模なデータセット用です。次のいずれかの方法に従って
ください。

1. Amazon Redshift テーブルをローテーション。
2. ステージング領域から現在のパーティションを読み込む

または

1. 現在のパーティションデータを使用して一時テーブルを作成します。
2. ターゲットの Amazon Redshift テーブルを削除します。
3. 一時テーブルの名前をターゲットテーブルに変更します。
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AWS サービスを使用してバ

リューアットリスク (VaR) を計算

AWS サービスを使用してバリューアットリスク 
(VaR) を計算

作成者:サモン・サマンタ (AWS)

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:分析; サーバーレス AWS サービス:Amazon 
Kinesis Data Streams、AWS 
Lambda、Amazon 
SQS、Amazon ElastiCache

概要
このパターンは、AWS サービスを使用してバリューアットリスク (VaR) 計算システムを実装する方法を
示しています。オンプレミス環境では、ほとんどの VaR システムは、大規模な専用インフラストラクチャ
と、社内または市販のグリッドスケジューリングソフトウェアを使用してバッチ処理を実行します。この
パターンは、AWS クラウドで VaR 処理を処理するための、シンプルで信頼性が高くスケーラブルなアー
キテクチャを示しています。Amazon Kinesis Data Streams をストリーミングサービスとして、Amazon 
Simple Queue Service (Amazon SQS) をマネージドキューサービスとして、Amazon ElastiCache を
キャッシュサービスとして、AWS Lambda を使用して注文を処理し、リスクを計算するサーバーレスアー
キテクチャを構築します。

VaRは、トレーダーやリスクマネージャーがポートフォリオ内の潜在的な損失を特定の信頼水準を超えて
推定するために使用する統計的尺度です。ほとんどのVaRシステムでは、多数の数学計算と統計計算を実
行し、その結果を保存する必要があります。これらの計算には大量の計算リソースが必要なため、VaR 
バッチ処理をより小さな計算タスクのセットに分割する必要があります。これらのタスクはほとんど独立
している（つまり、あるタスクの計算が他のタスクに依存しない）ため、大きなバッチを小さなタスクに
分割できます。 

VaR アーキテクチャのもう 1 つの重要な要件は、コンピューティングのスケーラビリティです。このパ
ターンでは、コンピューティング負荷に基づいて自動的にスケールインまたはスケールアウトするサー
バーレスアーキテクチャを使用します。バッチ処理やオンラインコンピューティングの需要は予測が難し
いため、サービスレベル契約 (SLA) で定められたスケジュール内にプロセスを完了するには、動的なス
ケーリングが必要です。また、コストが最適化されたアーキテクチャでは、各コンピュートリソース上の
タスクが完了するとすぐにスケールダウンできる必要があります。 

AWS のサービスは、スケーラブルなコンピューティング容量とストレージ容量、コストを最適化した方
法で処理するための分析サービス、リスク管理ワークフローを実行するさまざまなタイプのスケジュー
ラーを提供するため、VaR の計算に最適です。また、AWS で使用したコンピューティングリソースとス
トレージリソースに対してのみ料金を支払います。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 入力ファイル。ビジネス要件によって異なります。一般的な使用例には、次の入力ファイルが含まれま

す。
• マーケットデータファイル (VaR 計算エンジンへの入力)
• 取引データファイル (取引データがストリーム経由で送信される場合を除く)。
• 構成データファイル (モデルおよびその他の静的構成データ)
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アーキテクチャ

• 計算エンジンモデルファイル (定量ライブラリ)
• 時系列データファイル (過去 5 年間の株価などの履歴データ用)

• マーケットデータやその他の入力がストリーム経由で送信される場合、Amazon Kinesis Data Streams 
が設定され、ストリームに書き込むように Amazon Identity and Access Management (IAM) 権限が設定
されます。 

このパターンは、取引システムから Kinesis データストリームに取引データを書き込むアーキテクチャを
構築します。ストリーミングサービスを使用する代わりに、取引データを小さなバッチファイルに保存
し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存し、イベントを呼び出してデータの処
理を開始することができます。

機能制限

• Kinesis データストリームのシーケンス処理は各シャードで保証されているため、複数のシャードに書き
込まれた取引注文は、書き込み操作と同じ順序で配信されるとは限りません。

• 現在、AWS Lambda のランタイム制限は 15 分です。(詳細については、「Lambda に関数するよくある
質問」を参照してください。)

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

次のアーキテクチャ図は、リスク評価システムの AWS サービスとワークフローを示しています。

この図は、以下を示すものでます。

1. 取引は注文管理システムからストリームインされます。
2. チケットポジションネッティング Lambda 関数は注文を処理し、各ティッカーの統合メッセージを 

Amazon SQS のリスクキューに書き込みます。
3. リスク計算エンジンの Lambda 関数は、Amazon SQS からのメッセージを処理し、リスク計算を実行

し、Amazon のリスクキャッシュ内の VaR 損益 (PnL) ElastiCache 情報を更新します。
4. ElastiCache データ読み取り Lambda 関数は、 ElastiCache リスク結果を取得してデータベースと S3 

バケットに保存します。

これらのサービスと手順の詳細については、「エピック」セクションを参照してください。

自動化とスケーリング

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) または AWS CloudFormation テンプレートを使用して、アーキ
テクチャ全体をデプロイできます。このアーキテクチャは、バッチ処理と日中 (リアルタイム) 処理の両方
をサポートできます。

スケーリングはアーキテクチャに組み込まれています。Kinesis データストリームに書き込まれ、処理を
待っている取引が増えると、追加の Lambda 関数を呼び出してそれらの取引を処理し、処理が完了した後
にスケールダウンできます。複数の Amazon SQS リスク計算キューによる処理もオプションです。キュー
間で厳密な順序付けや統合が必要な場合、処理を並列化することはできません。ただし、 end-of-the-day 
バッチまたはミニイントラデイバッチの場合、Lambda 関数はparallel 処理し、最終結果をに保存できます 
ElastiCache。 

Tools
AWS サービス
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ベストプラクティス

• Amazon Aurora MySQL 互換エディションは、MySQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに
役立つフルマネージド型の MySQL 互換リレーショナルデータベースエンジンです。このパターンでは 
MySQL を例として使用しますが、データの保存には任意の RDBMS システムを使用できます。

• Amazon ElastiCache は、AWS クラウド上でのインメモリ分散キャッシュ環境のセットアップ、管理、
スケーリングを支援します。

• データレコードの大量のストリームをリアルタイムで収集し、処理するには、Amazon Kinesis Data 
Streams を使用します。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、使用し
たコンピューティング時間に対してのみ料金を支払います。

• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、分散されたソフトウェアシステムとコンポーネント
を統合および分離できる、安全で耐久性があり、利用可能なホストされたキューを提供します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで
あり、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立ちます。

Code

このパターンは、AWS クラウド内の VaR システムのアーキテクチャ例を示し、VaR 計算に Lambda 関数
を使用する方法を説明しています。Lambda 関数を作成するには、Lambda ドキュメントのコード例を参
照してください。サポートが必要な場合は、AWS Professional Services にお問い合わせください。

ベストプラクティス
• 各 VaR コンピューティングタスクはできるだけ小さく、軽量にしてください。各計算タスクでさまざま

な取引数を試して、どれが計算時間とコストに最も適しているかを確認してください。
• 再利用可能なオブジェクトを Amazon ElastiCache に保存します。シリアル化と逆シリアル化を減らす

には、Apache Arrow などのフレームワークを使用してください。
• Lambda の時間制限を考えてみましょう。コンピューティングタスクが 15 分を超えると思われる場合

は、Lambda のタイムアウトを回避するために、それらを小さなタスクに分割してみてください。これ
が不可能な場合は、AWS Fargate、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、および Amazon 
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用したコンテナオーケストレーションソリューションを
検討してください。

叙事詩
リスクシステムへのトレードフロー

タスク 説明 必要なスキル

取引を書き始める。 新規取引、決済済取引、または
一部決済取引は、注文管理シ
ステムからリスクストリーム
に書き込まれます。このパター
ンでは、Amazon Kinesis をマ
ネージドストリーミングサービ
スとして使用します。取引注文
ティッカーのハッシュは、複数
のシャードに取引注文を出すた
めに使用されます。

Amazon Kinesis
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叙事詩

Lambda 関数を実行して注文を処理する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda でリスク処理を開始しま
す。

新しい注文に対して AWS 
Lambda 関数を実行します。保
留中の取引注文の数に基づい
て、Lambda は自動的にスケー
リングします。各 Lambda イ
ンスタンスには 1 つ以上の注文
があり、Amazon から各ティッ
カーの最新ポジションを取得
します ElastiCache。(データを
保存および取得するためのキー
として、他の金融デリバティブ
商品のCUSIP ID、カーブ名、
またはインデックス名を使用
できます) ElasticCache。では 
ElastiCache、合計ポジション (数
量) とキーバリューペア < ティッ
カー、ネットポジション > (ネッ
トポジションはスケーリング
ファクター) が、ティッカーごと
に 1 回更新されます。 

Amazon Kinesis、AWS 
Lambda、アマゾン ElastiCache

各ティッカーのメッセージをキューに書き込む

タスク 説明 必要なスキル

統合メッセージをリスクキュー
に書き込みます。

キューへメッセージを書き
込みます。このパターンで
は、Amazon SQS をマネージ
ドキューサービスとして使用し
ます。単一の Lambda インス
タンスはいつでも取引注文のミ
ニバッチを受け取る可能性があ
りますが、Amazon SQS には
ティッカーごとにメッセージが 
1 つだけ書き込まれます。スケー
リングファクター（古いネット
ポジション + 現在のポジショ
ン）/古いネットポジションが計
算されます。

Amazon SQS、AWS Lambda

リスクエンジンを起動する

タスク 説明 必要なスキル

リスク計算を開始します。 リスクエンジンラムダの Lambda 
関数が呼び出されます。各ポジ
ションは 1 つの Lambda 関数に
よって処理されます。ただし、
最適化のため、各 Lambda 関数

Amazon SQS、AWS Lambda
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
は Amazon SQS からの複数の
メッセージを処理できます。

キャッシュからリスク結果を取得

タスク 説明 必要なスキル

リスクキャッシュの取得と更
新。

Lambda は、 ElastiCache各
ティッカーの現在のネットポ
ジションをから取得します。ま
た、各ティッカーの VaR 損益 
(PnL) ElastiCache 配列も取得し
ます。 

PnL 配列が既に存在する場
合、Lambda 関数は、ネッティ
ングする Lambda 関数によって
記述された Amazon SQS メッ
セージから取得されるスケール
を使用して配列と VaR を更新
します。PnL 配列がない場合は 
ElasticCache、シミュレートされ
たティッカー価格シリーズデー
タを使用して新しい PnL と VaR 
が計算されます。

Amazon SQS、AWS Lambda、
アマゾン ElastiCache

Elastic Cache のデータを更新してデータベースに保存

タスク 説明 必要なスキル

リスク結果を保存します。 VaR と PnL の数値が更新される
と ElastiCache、5 分ごとに新し
い Lambda 関数が呼び出されま
す。この関数は、 ElastiCache 保
存されているすべてのデータを
読み取り、Aurora MySQL 互換
データベースと S3 バケットに保
存します。

AWS Lambda、アマゾン 
ElastiCache

関連リソース
• バーゼル vAR フレームワーク

テラデータノーマライズテンポラルフィーチャーを 
Amazon Redshift SQL に変換
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

ポー・ホン (AWS) によって作成されました

ソース: Teradataデータウェアハ
ウス

ターゲット: Amazon Redshift R タイプ: 再構築

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 分析、データベー
ス、移行

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon Redshift

概要
ノーマライズは ANSI SQL 標準をテラデータで拡張したものです。SQL テーブルに PERIOD データ型の
列が含まれている場合、NORMALIZE は、その列で一致または重複する値を組み合わせて、複数の個別の
期間値を統合する 1 つの期間を形成します。NORMALIZE を使用するには、SQL SELECT リストの少な
くとも 1 つの列が Teradata の時間的 PERIOD データ型である必要があります。NORMALIZE の詳細につ
いては、Teradata のドキュメントを参照してください。 

Amazon Redshift は NORMALIZE をサポートしていませんが、ネイティブ SQL 構文と Amazon Redshift
のラグウィンドウ関数を使用してこの機能を実装できます。このパターンでは、最も一般的な形式である 
ON MEETS OR OVERLAPS 条件で Teradata NORMALIZE エクステンションを使用することに重点を置い
ています。この機能が Teradata でどのように機能するか、また Amazon Redshift のネイティブ SQL 構文
に変換する方法について説明します。

前提条件と制限
前提条件

• テラデータの SQL に関する基本的な知識と経験
• Amazon Redshift の知識と経験

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Teradataデータウェアハウス

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Redshift

ターゲットアーキテクチャ

Teradata データベースを Amazon Redshift に移行するための高レベルのアーキテクチャについては、
「AWS SCT データ抽出エージェントを使用して Teradata データベースを Amazon Redshift に移行する」
というパターンを参照してください。移行では、テラデータの正規化フレーズは Amazon Redshift SQL に
自動的に変換されません。この Teradata エクステンションは、このパターンのガイドラインに従って変換
できます。

Tools
Code
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Tools

NORMALIZE の概念と機能を説明するために、Teradata の次の表の定義を考えてみましょう。

CREATE TABLE systest.project 
     (    emp_id        INTEGER, 
          project_name  VARCHAR(20), 
          dept_id       INTEGER, 
          duration      PERIOD(DATE) 
     );

次の SQL コードを実行して、サンプルデータをテーブルに挿入します。

BEGIN TRANSACTION;

INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 1000,  PERIOD(DATE '2010-01-10', 
 DATE '2010-03-20') );
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 2000,  PERIOD(DATE '2010-03-20', 
 DATE '2010-07-15') );

INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'Second Phase', 2000,  PERIOD(DATE '2010-06-15', 
 DATE '2010-08-18') );
INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'First Phase', 2000,  PERIOD(DATE '2010-03-10', 
 DATE '2010-07-20') );

INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'Second Phase', 1000,  PERIOD(DATE '2020-05-10', 
 DATE '2020-09-20') );

END TRANSACTION;

件数を指定:

select * from systest.project order by 1,2,3; 
  
 *** Query completed. 4 rows found. 4 columns returned. 
 *** Total elapsed time was 1 second. 
  
     emp_id  project_name              dept_id  duration
-----------  --------------------  -----------  ------------------------ 
         10  First Phase                  1000  ('10/01/10', '10/03/20')         
         10  First Phase                  2000  ('10/03/20', '10/07/15') 
         10  Second Phase                 2000  ('10/06/15', '10/08/18') 
         20  First Phase                  2000  ('10/03/10', '10/07/20') 
         20  Second Phase                 1000  ('20/05/10', '20/09/20')

テラデータノーマライズのユースケース

次に、SELECT ステートメントに Teradata NORMALIZE SQL 句を追加します。

SELECT NORMALIZE ON MEETS OR OVERLAPS emp_id, duration  
FROM systest.project  
ORDER BY 1,2;

このノーマライズ操作は、単一の列 (emp_id) に対して実行されます。emp_id=10 の場合、以下のよう
に、期間内の 3 つの重複する期間値が合体して 1 つの期間値になります。 

     emp_id  duration
-----------  ------------------------ 
         10  ('10/01/10', '10/08/18') 
         20  ('10/03/10', '10/07/20') 
         20  ('20/05/10', '20/09/20')
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次の SELECT ステートメントは、プロジェクト名と dept_id に対して正規化操作を実行します。SELECT
リストには、期間という PERIOD 列が 1 つしか含まれていないことに注意してください。

SELECT NORMALIZE project_name, dept_id, duration  
FROM systest.project;

出力:

project_name              dept_id  duration
--------------------  -----------  ------------------------
First Phase                  1000  ('10/01/10', '10/03/20')
Second Phase                 1000  ('20/05/10', '20/09/20')
First Phase                  2000  ('10/03/10', '10/07/20')
Second Phase                 2000  ('10/06/15', '10/08/18')

Amazon Redshift と同等の SQL

Amazon Redshift は現在、テーブル内の PERIOD データタイプをサポートしていません。代わりに、テラ
データの PERIOD データフィールドを次のように start_date と end_date の 2 つの部分に分割する必要が
あります。 

CREATE TABLE systest.project 
     (    emp_id        INTEGER, 
          project_name  VARCHAR(20), 
          dept_id       INTEGER, 
          start_date  DATE, 
          end_date    DATE 
     );

テーブルにサンプルデータを挿入します。

BEGIN TRANSACTION; 
  
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 1000,  DATE '2010-01-10', DATE 
 '2010-03-20' );
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 2000,  DATE '2010-03-20', DATE 
 '2010-07-15'); 
  
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'Second Phase', 2000,  DATE '2010-06-15', DATE 
 '2010-08-18' );
INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'First Phase', 2000,  DATE '2010-03-10', DATE 
 '2010-07-20' ); 
  
INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'Second Phase', 1000,  DATE '2020-05-10', DATE 
 '2020-09-20' ); 
  
END TRANSACTION;

出力:

 emp_id | project_name | dept_id | start_date |  end_date
--------+--------------+---------+------------+------------ 
     10 | First Phase  |    1000 | 2010-01-10 | 2010-03-20 
     10 | First Phase  |    2000 | 2010-03-20 | 2010-07-15 
     10 | Second Phase |    2000 | 2010-06-15 | 2010-08-18 
     20 | First Phase  |    2000 | 2010-03-10 | 2010-07-20 
     20 | Second Phase |    1000 | 2020-05-10 | 2020-09-20
(5 rows)
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テラデータの NORMALIZE 句を書き換えるには、Amazon Redshift の LAG ウィンドウ関数を使用できま
す。この関数は、パーティションの現在の行より上 (前) の指定されたオフセットの行の値を返します。

LAG 関数を使用すると、ある期間が前の期間と一致しているか、重なっているかを判断して、新しい期間
が始まる各行を特定できます (ある場合は 0、ない場合は 1)。このフラグを累積的に集計すると、外部の 
Group By 句で使用できるグループ識別子が提供され、Amazon Redshift で目的の結果が得られます。 

LAG () を使用する Amazon Redshift SQL ステートメントのサンプルを次に示します。

SELECT emp_id, start_date, end_date,  
            (CASE WHEN start_date <= LAG(end_date) OVER (PARTITION BY emp_id ORDER BY 
 start_date, end_date) THEN 0 ELSE 1 END) AS GroupStartFlag
FROM systest.project  
ORDER BY 1,2;

出力:

 emp_id | start_date |  end_date  | groupstartflag
--------+------------+------------+---------------- 
     10 | 2010-01-10 | 2010-03-20 |              1 
     10 | 2010-03-20 | 2010-07-15 |              0 
     10 | 2010-06-15 | 2010-08-18 |              0 
     20 | 2010-03-10 | 2010-07-20 |              1 
     20 | 2020-05-10 | 2020-09-20 |              1
(5 rows)

次の Amazon Redshift SQL ステートメントは emp_id 列でのみ正規化されます。

SELECT T2.emp_id, MIN(T2.start_date) as new_start_date, MAX(T2.end_date) as new_end_date
FROM  
( SELECT T1.*, SUM(GroupStartFlag) OVER (PARTITION BY emp_id ORDER BY start_date ROWS 
 UNBOUNDED PRECEDING) As GroupID
FROM ( SELECT emp_id, start_date, end_date,  
            (CASE WHEN start_date <= LAG(end_date) OVER (PARTITION BY emp_id ORDER BY 
 start_date, end_date) THEN 0 ELSE 1 END) AS GroupStartFlag
FROM systest.project ) T1
) T2
GROUP BY T2.emp_id, T2.GroupID
ORDER BY 1,2;

出力:   

 emp_id | new_start_date | new_end_date
--------+----------------+------------------------------------ 
     10 | 2010-01-10     | 2010-08-18 
     20 | 2010-03-10     | 2010-07-20 
     20 | 2020-05-10     | 2020-09-20
(3 rows)

 

次の Amazon Redshift SQL ステートメントは、プロジェクト名列と dept_id 列の両方で正規化されます。

SELECT T2.project_name, T2.dept_id, MIN(T2.start_date) as new_start_date, MAX(T2.end_date) 
 as new_end_date
FROM  
( SELECT T1.*, SUM(GroupStartFlag) OVER (PARTITION BY project_name, dept_id ORDER BY 
 start_date ROWS UNBOUNDED PRECEDING) As GroupID
FROM ( SELECT project_name, dept_id, start_date, end_date,  
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叙事詩

            (CASE WHEN start_date <= LAG(end_date) OVER (PARTITION BY project_name, dept_id 
 ORDER BY start_date, end_date) THEN 0 ELSE 1 END) AS GroupStartFlag
FROM systest.project ) T1
) T2
GROUP BY T2.project_name, T2.dept_id, T2.GroupID
ORDER BY 1,2,3;

出力:

 project_name | dept_id | new_start_date | new_end_date
--------------+---------+----------------+-------------- 
 First Phase  |    1000 | 2010-01-10     | 2010-03-20 
 First Phase  |    2000 | 2010-03-10     | 2010-07-20 
 Second Phase |    1000 | 2020-05-10     | 2020-09-20 
 Second Phase |    2000 | 2010-06-15     | 2010-08-18
(4 rows)

叙事詩
Amazon Redshift SQL にノーマライズを変換

タスク 説明 必要なスキル

テラデータの SQL コードを作成
します。

必要に応じて NORMALIZE フ
レーズを使用してください。

SQL Developer

コードを Amazon Redshift SQL 
に変換します。

コードを変換するには、このパ
ターンの「ツール」セクション
にあるガイドラインに従ってく
ださい。

SQL Developer

Amazon Redshift でコードを実行
します。

Amazon Redshift でテーブルを作
成し、データをテーブルにロー
ドして、コードを実行します。

SQL Developer

関連リソース
リファレンス:

• テラデータの時間的特徴を正規化 (テラデータのドキュメンテーション)
• LAG ウィンドウ関数 (Amazon Redshift ドキュメント)
• Amazon Redshift (AWS ウェブサイト) への移行
• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して Teradata データベースを Amazon Redshift に移行する

(AWS 規範ガイダンス)
• テラデータのリセットタイミング機能を Amazon Redshift SQL (AWS Prescriptive Guidance) に変換

Tools

• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

パートナー

• AWS 移行コンピテンシーパートナー
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リセットタイミングを Amazon Redshift SQL に変換

テラデータのリセットタイミング機能を Amazon 
Redshift SQL に変換

ポー・ホン (AWS) によって作成されました

ソース: テラデータデータウェア
ハウス

ターゲット: Amazon Redshift R タイプ: 再構築

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 分析、データベー
ス、移行

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon Redshift

概要
RESET WHEN は、 SQL 分析ウィンドウ関数で使用されるテラデータ機能です。これは、ANSI SQL 標準
を拡張したものです。RESET WHEN は、指定された条件に基づいて SQL ウィンドウ関数が動作するパー
ティションを決定します。条件が TRUE と評価されると、既存のウィンドウパーティション内に新しい動
的サブパーティションが作成されます。RESET WHEN の詳細については、 Teradata のドキュメントを参
照してください。

Amazon Redshift は SQL ウィンドウ関数内の WHEN をリセットすることをサポートしていません。この
機能を実装するには、RESET WHEN を Amazon Redshift のネイティブ SQL 構文に変換し、複数のネス
トされた関数を使用する必要があります。このパターンは、Teradata RESET WHEN 機能を使用する方法
と、それを Amazon Redshift SQL 構文に変換する方法を示しています。 

前提条件と制限
前提条件

• Teradata データウェアハウスとその SQL 構文に関する基本的な知識
• Amazon Redshift とその SQL 構文についての十分な理解

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• テラデータデータウェアハウス

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Redshift

アーキテクチャ

Teradata データベースを Amazon Redshift に移行するための高レベルのアーキテクチャについては、
「AWS SCT データ抽出エージェントを使用して Teradata データベースを Amazon Redshift に移行す
る」というパターンを参照してください。移行では、テラデータの RESET WHEN フレーズは Amazon 
Redshift SQL に自動的に変換されません。この Teradata エクステンションは、次のセクションのガイド
ラインに従って変換できます。
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Tools
Code

RESET WHEN の概念を説明するために、 Teradata の以下のテーブル定義を考えてみましょう。

create table systest.f_account_balance                                 
( account_id integer NOT NULL, 
  month_id integer, 
  balance integer )
unique primary index (account_id, month_id);

次の SQL コードを実行して、サンプルデータをテーブルに挿入します。

BEGIN TRANSACTION;
Insert Into systest.f_account_balance values (1,1,60);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,2,99);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,3,94);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,4,90);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,5,80);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,6,88);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,7,90);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,8,92);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,9,10);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,10,60);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,11,80);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,12,10);
END TRANSACTION;

サンプルテーブルには、次のデータがあります。

account_id month_id バランス

1 1 60

1 2 99

1 3 94

1 4 90

1 5 80

1 6 88

1 7 90

1 8 92

1 9 10

1 10 60

1 11 80

1 12 10

各アカウントについて、毎月の残高が連続して増加する順序を分析するとします。ある月の残高が前月の
残高以下の場合、カウンターをゼロにリセットして再開する必要があります。
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テラデータのリセットWHEN ユースケース

このデータを分析するために、Teradata SQL は次のように、ネストされた集計と RESET WHEN フレー
ズを含むウィンドウ関数を使用します。

SELECT account_id, month_id, balance, 
 ( ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id
RESET WHEN balance <= SUM(balance) over (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id ROWS 
 BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) ) -1 ) as balance_increase
FROM systest.f_account_balance
ORDER BY 1,2;

出力:

 account_id month_id バランス バランス_増加

1 1 60 0

1 2 99 1

1 3 94 0

1 4 90 0

1 5 80 0

1 6 88 1

1 7 90 2

1 8 92 3

1 9 10 0

1 10 60 1

1 11 80 2

1 12 10 0

クエリは Teradata で次のように処理されます。

1. SUM (残高) 集計関数は、特定の月の特定のアカウントのすべての残高の合計を計算します。
2. 特定の月の（特定のアカウントの）残高が前月の残高よりも多いかどうかを確認します。
3. 残高が増えた場合は、累積カウント値を追跡します。RESET WHEN 条件が false と評価された場合、

つまり残高が連続して増加した場合は、引き続きカウントを増やします。
4. ROW_NUMBER () 順序付き分析関数はカウント値を計算します。残高が前月の残高以下の月に

なると、RESET WHEN 条件は true と評価されます。その場合、新しいパーティションを起動
し、ROW_NUMBER () はカウントを 1 から再開します。前の行の値にアクセスするには、前の 1 行と
前の 1 行の間の行を使用します。

5. カウント値が 0 から始まるように 1 を減算します。

Amazon Redshift と同等の SQL

Amazon Redshift は SQL 分析ウィンドウ関数の RESET WHEN フレーズをサポートしていません。 同じ
結果を得るには、次のように Amazon Redshift のネイティブ SQL 構文とネストされたサブクエリを使用
して Teradata SQL を書き直す必要があります。 
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SELECT account_id, month_id, balance, 
   (ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY account_id, new_dynamic_part ORDER BY month_id) -1) as 
 balance_increase
FROM
( SELECT account_id, month_id, balance, prev_balance,
SUM(dynamic_part) OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id ROWS BETWEEN UNBOUNDED 
 PRECEDING AND CURRENT ROW) As new_dynamic_part
FROM ( SELECT account_id, month_id, balance,
SUM(balance) over (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 
 PRECEDING) as prev_balance,
(CASE When balance <= prev_balance Then 1 Else 0 END) as dynamic_part
FROM systest.f_account_balance ) A
) B
ORDER BY 1,2;

Amazon Redshift は 1 つの SQL ステートメントの SELECT 句でネストされたウィンドウ関数をサポート
していないため、2 つのネストされたサブクエリを使用する必要があります。

• 内部サブクエリ (別名 A) では、動的パーティションインジケーター (dynamic_part) が作成され、入力さ
れます。 dynamic_part は、ある月の残高が前月の残高以下の場合は 1 に設定され、それ以外の場合は 0 
に設定されます。 

• 次のレイヤー (別名 B) では、SUM ウィンドウ関数の結果として new_dynamic_part 属性が生成されま
す。 

• 最後に、new_dynamic_part を新しいパーティション属性 (動的パーティション) として既存のパーティ
ション属性 (account_id) に追加し、Teradata と同じ ROW_NUMBER () ウィンドウ関数を適用します 
(ただし 1 は除きます)。 

これらの変更の後、Amazon Redshift SQL はテラデータと同じ出力を生成します。

叙事詩
リセットタイミングを Amazon Redshift SQL に変換

タスク 説明 必要なスキル

Teradata ウィンドウ関数を作成
します。

必要に応じてネストされた集計
と RESET WHEN フレーズを使
用してください。

SQL Developer

コードを Amazon Redshift SQL 
に変換します。

コードを変換するには、このパ
ターンの「ツール」セクション
にあるガイドラインに従ってく
ださい。

SQL Developer

Amazon Redshift でコードを実行
します。

Amazon Redshift でテーブルを作
成し、データをテーブルにロー
ドして、コードを実行します。

SQL Developer

関連リソース
リファレンス:

• リセット・ウィン・フレーズ (Teradataドキュメンテーション)
• RESET WHEN の説明 (スタック・オーバーフロー)
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• Amazon Redshift (AWS ウェブサイト) への移行
• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して Teradata データベースを Amazon Redshift に移行する

(AWS 規範ガイダンス)
• Teradata NORMALIZE テンポラルフィーチャを Amazon Redshift SQL に変換 (AWS Prescriptive 

Guidance)

Tools

• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

パートナー

• AWS 移行コンピテンシーパートナー

起動時に Amazon EMR クラスターのタグ付けを強
制する

プリヤンカ・チョードリー (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:分析、セキュリ
ティ、アイデンティティ、コン
プライアンス

AWS サービス:アマゾン 
EMR、AWS Lambda、 
CloudWatch アマゾンイベント

概要
このパターンは、Amazon EMR クラスターの作成時にタグ付けされることを保証するセキュリティコント
ロールを提供します。 

Amazon EMR は、大量のデータを処理および分析するためのAmazon Web Services (AWS) サービスで
す。Amazon EMR は、社内でクラスターコンピューティングを実行するより簡単な代替手段として、拡張
可能で低構成のサービスを提供します。タグ付けを使用して、AWS リソースを目的、所有者、環境など
さまざまな方法で分類することができます。たとえば、カスタムメタデータをクラスターそれぞれに割り
当てることによって、Amazon EMR クラスターにタグを付けることができます。タグは、お客様が定義す
るキーと値で構成されています。組織の要件に適合する一連の一貫したタグを作成することをお勧めしま
す。Amazon EMR クラスターにタグを追加するとき、タグはクラスターに関連するアクティブな Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスそれぞれに伝達されます。同様に、Amazon EMR クラスター
からタグを削除するとき、そのタグは関連するアクティブな EC2 インスタンスそれぞれに削除されます。

ディテクティブコントロールは API 呼び出しを監視し、、RunJobFlowAddTagsRemoveTags、および
CreateTagsAPI の Amazon CloudWatch Events イベントを開始します。イベントは、Python スクリプ
トを実行する AWS Lambda を呼び出します。Python 関数は、イベントからの JSON 入力から Amazon 
EMR クラスター ID を取得し、以下のチェックを実行します。

• Amazon EMR クラスターが指定したタグ名で設定されているかどうかを確認します。
• そうでない場合は、Amazon EMR クラスター名、違反の詳細、AWS リージョン、AWS アカウント、

およびこの通知の発信元となる Lambda の Amazon リソースネーム (ARN) などの関連情報を記載した 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知をユーザーに送信します。
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前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 提供された Lambda コードをアップロードするための Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ

ケット。または、エピックセクションで説明されているように、この目的のための S3 バケットを作成
することもできます。

• 違反通知を受け取る、アクティブな E メールアドレス。
• 確認したい必須タグのリスト。

機能制限

• このセキュリティ管理は地域的です。監視する各 AWS リージョンにデプロイする必要があります。

製品バージョン

• Amazon EMR リリース 4.8.0 以降。

アーキテクチャ
ワークフローアーキテクチャ

自動化とスケール

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS Cloudformation StackSets を使用して、監視したい複
数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化とセットアップ、迅速か
つ一貫したプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。テンプレートを使用し
てリソースとその依存関係を記述し、リソースを個別に管理する代わりに、それらをスタックとしてま
とめて起動および設定できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンのスタックを管理および
プロビジョニングできます。

• Amazon CloudWatch CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を示すシステムイベントのほぼリア
ルタイムのストリームを提供します。

• Amazon EMR-Amazon EMR は、ビッグデータフレームワークの実行を簡素化し、大量のデータを効率
的に処理するウェブサービスです。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行し、有効にするコン
ピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエスト
から 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。 

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はオブジェクトストレージサービスで
す。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量
のデータを保存および取得できます。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールア
ドレスを含め、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。サ
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ブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信し
ます。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

このパターンには次の添付ファイルが含まれます。

• EMRTagValidation.zip— セキュリティコントロール用の Lambda コード。
• EMRTagValidation.yml— イベントと Lambda CloudFormation 関数を設定するテンプレート。

叙事詩
S3 バケットのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソール
で、Lambda コードの.zip ファ
イルをホストする S3 バケット
を選択または作成します。この 
S3 バケットは、モニタリングす
る Amazon EMR クラスターと同
じ AWS リージョンに存在する
必要があります。Amazon S3 バ
ケット名はグローバルに一意で
あり、名前空間はすべての AWS 
アカウントによって共有されて
います。S3 バケット名の先頭に
スラッシュを含めることはでき
ません。

クラウドアーキテクト

Lambda コードをアップロードし
ます。

添付ファイルセクションで提供
されている Lambda コードの.zip 
ファイルを S3 バケットにアップ
ロードします。                             
                  

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トを起動します。

S3 バケットと同じ AWS リー
ジョンで AWS  CloudFormation 
コンソールを開き、テンプレー
トをデプロイします。AWS 
CloudFormation テンプレート
のデプロイの詳細については、
CloudFormation ドキュメントの
「AWS CloudFormation コンソー
ルでのスタックの作成」を参照
してください。

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル

テンプレートのパラメータを入
力します。

テンプレートを起動すると、次
の情報の入力を求められます。

• S3 バケット:最初のエピック
で作成または選択したバケッ
トを指定します。これは、添
付された Lambda コード (.zip 
ファイル) をアップロードした
場所です。

• S3 キー:S3 バケット内の 
Lambda .zip ファイルの場所を
指定します (たとえば、ファイ
ル名.zip または controls/ ファ
イル名.zip)。先頭にスラッシュ
を含めないでください。

• 通知メール:Amazon SNS 通
知を受け取る、アクティブな 
E メールアドレスを指定しま
す。 

• キー名のタグ付け:確認す
るタグをカンマで区切っ
たリストで指定します 
(、ApplicationIDEnvironment、
などOwner)。 CloudWatch イ
ベントイベントは、これらの
タグについてクラスターを監
視し、見つからない場合は通
知を送信します。

• Lambda ログレベル:Lambda 
関数のログレベルと頻度を
指定します。Info を使用する
と、進行状況に関する詳細な
情報メッセージ、デプロイを
続行できるエラーイベントの
場合は Error、有害な状況が
発生する可能性がある場合は
Warning をログに記録できま
す。                                       

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、指定
したメールアドレスにサブスク
リプションメールが送信されま
す。違反通知の受信を開始する
には、このメールサブスクリプ
ションを確認する必要がありま
す。

クラウドアーキテクト
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関連リソース
• AWS Lambda 開発者ガイド
• Amazon EMR でのクラスターのタグ付け

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon S3 への Amazon EMR ロギングが起動時
に有効になっていることを確認する

プリヤンカ・チョードリー (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、サーバーレス、分析

ワークロード: [オープンソース]

AWS サービス: Amazon EMR; 
Amazon S3; Amazon SNS; 
Amazon CloudWatch

概要
このパターンは、Amazon Web Services (AWS) で実行されている Amazon EMR クラスターのロギング設
定を監視するセキュリティコントロールを提供します。

Amazon EMR は、ビッグデータの処理と分析のための AWS ツールです。Amazon EMR は、社内でクラ
スターコンピューティングを実行する代わりに、拡張性に優れた低構成サービスを提供します。Amazon 
EMR には 2 種類の EMR クラスターが用意されています。

• 一時的な Amazon EMR クラスター: 一時的な Amazon EMR クラスターは、処理が完了すると自動的に
シャットダウンし、コストが発生しなくなります。

• 永続的な Amazon EMR クラスター: 永続的な Amazon EMR クラスターは、データ処理ジョブが完了し
た後も引き続き実行されます。

Amazon EMR と Hadoop はいずれも、クラスターの状態を報告するログファイルを生成します。デフォ
ルトでは、これらは /mnt/var/log/ ディレクトリのマスターノードに書き込まれます。クラスターの起動
時の設定方法によっては、これらのログを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存できま
す。また、グラフィカルデバッグツールを使用してログを表示できます。Amazon S3 ロギングはクラス
ターの起動時にのみ指定できることに注意してください。この設定では、ログはプライマリノードから 
Amazon S3 ロケーションに 5 分ごとに送信されます。一時的なクラスターの場合、処理が完了するとクラ
スターは表示されなくなり、これらのログファイルを使用して失敗したジョブのデバッグが可能になるた
め、Amazon S3 のロギングは重要です。

このパターンでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用してセキュリティコントロールをデプロ
イし、API 呼び出しを監視して Amazon CloudWatch Events を "」RunJobFlow で開始します。トリガー
は、Python スクリプトを実行する AWS Lambda を呼び出します。Lambda 関数は、イベント JSON 入力
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から EMR クラスター ID を取得し、Amazon S3 ログ URI もチェックします。Amazon S3 URI が見つから
ない場合、Lambda 関数は、EMR クラスター名、違反の詳細、AWS リージョン、AWS アカウント、およ
び通知元の Lambda Amazon リソースネーム (ARN) の詳細を記載した Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) 通知を送信します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Lambda コードの.zip ファイル用の S3 バケット
• 違反通知を受け取りたいメールアドレス

機能制限

• このディテクティブコントロールは地域ごとのもので、監視対象の AWS リージョンにデプロイする必
要があります。

製品バージョン

• Amazon EMR リリース 4.8.0 以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon CloudWatch Events イベント
• Amazon EMR
• Lambda 関数
• S3 バケット
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS CloudFormation StackSets を使用して、監視したい
複数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
Tools

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして使用して 
AWS リソースのモデル化とセットアップを支援します。

• AWS Cloudwatch Events — AWS CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシステムイ
ベントのストリームをほぼリアルタイムに配信します。
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• Amazon EMR — Amazon EMR は、ビッグデータフレームワークの実行を簡素化するマネージドクラス
タープラットフォームです。

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行で
きます。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千の
リクエストまで自動的にスケールします。

• Amazon S3 — Amazon S3 は、ウェブ上のどこからでも容量に関係なくデータを格納および取得できる
ウェブサービスインターフェイスです。

• Amazon SNS — Amazon SNS は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含むパブリッシャーとクライ
アント間のメッセージの配信または送信を調整および管理するウェブサービスです。

Code

• プロジェクトの.zip ファイルは添付ファイルとして使用できます。

叙事詩
S3 バケットの定義

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Lambda コードの.zip ファイルを
ホストするには、先頭にスラッ
シュを含まない一意の名前の S3 
バケットを選択または作成しま
す。S3 バケット名はグローバル
に一意であり、名前空間はすべ
ての AWS アカウントによって
共有されています。S3 バケット
は、評価対象の Amazon EMR ク
ラスターと同じ AWS リージョン
に存在する必要があります。

クラウドアーキテクト

Lambda コードを S3 バケットにアップロードします

タスク 説明 必要なスキル

Lambda コードを S3 バケットに
アップロードします。

「添付ファイル」セクションに
ある Lambda コードの.zip ファ
イルを S3 バケットにアップロー
ドします。S3 バケットは、評価
されている Amazon EMR クラス
ターと同じリージョンに存在す
る必要があります。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

S3 バケットと同じリージョンの 
AWS CloudFormation コンソー

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
ルで、このパターンの添付ファ
イルとして提供されている AWS 
CloudFormation テンプレートを
デプロイします。次のエピック
では、パラメーターの値を指定
します。AWS CloudFormation テ
ンプレートのデプロイの詳細に
ついては、「関連リソース」セ
クションを参照してください。

AWS CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します。

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットに名前を付けます。 最初のエピックで作成した S3 バ
ケットの名前を入力します。

クラウドアーキテクト

Amazon S3 キーを指定します。 S3 バケット内の Lambda コー
ド.zip ファイルの場所を、先頭
にスラッシュ (<directory><file-
name>/.zip など) を付けずに指定
します。

クラウドアーキテクト

メールアドレスを入力します。 Amazon SNS 通知を受信するた
めの有効なメールアドレスを入
力してください。

クラウドアーキテクト

ロギングのレベルを定義しま
す。

Lambda 関数のロギングレベル
と頻度を定義します。「情報」
は、アプリケーションの進行状
況に関する詳細な情報メッセー
ジを指定します。「エラー」
は、アプリケーションの実行を
継続させる可能性のあるエラー
イベントを示します。「警告」
は、潜在的に有害な状況を示し
ます。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

テンプレートが正常にデプロイ
されると、指定されたメール
アドレスに購読メールメッセー
ジが送信されます。違反通知を
受け取るには、この電子メール
の購読を確認する必要がありま
す。

クラウドアーキテクト
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関連リソース
AWS Lambda

Amazon EMR ロギング

AWS CloudFormation テンプレートのデプロイ

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Glue ジョブと Python を使用してテストデー
タを生成する

作成者:モイヌル・アル・マムン

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 分析、クラウド
ネイティブ、データレイク、ソ
フトウェア開発とテスト、サー
バーレス、ビッグデータ

AWS サービス: AWS Glue; 
Amazon S3

概要
このパターンは、Python で記述された AWS Glue ジョブを作成することで、何百万ものサンプルファ
イルを同時にすばやく簡単に生成する方法を示しています。サンプルファイルは、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットに保存されます。大量のサンプルファイルを迅速に生成できること
は、AWS クラウドでサービスをテストまたは評価する上で重要です。たとえば、Amazon S3 プレフィッ
クス内の何百万もの小さなファイルに対してデータ分析を実行することで、AWS Glue Studio または AWS 
Glue DataBrew ジョブのパフォーマンスをテストできます。

他の AWS サービスを使用してサンプルデータセットを生成できますが、AWS Glue を使用することをお
勧めします。AWS Glue はサーバーレスデータ処理サービスなので、インフラストラクチャを管理する必
要はありません。コードを持ち込んで AWS Glue クラスターで実行するだけです。さらに、AWS Glue は
ジョブの実行に必要なリソースをプロビジョニング、設定、スケーリングします。ジョブの実行中に使用
したリソースに対してのみお支払いいただきます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS アカウントと連携するようにインストールおよび設定された AWS Command Line Interface (AWS 

CLI)

製品バージョン

• Python 3.9
• AWS CLI バージョン 2
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機能制限

トリガーあたりの AWS Glue ジョブの最大数は 50 です。詳細については、AWS Glue エンドポイントと
クォータ (AWS Glue エンドポイントとクォータ) を参照してください。

アーキテクチャ
次の図は、出力 (サンプルファイル) を S3 バケットに書き込む AWS Glue ジョブを中心としたアーキテク
チャの例を示しています。

この図には次のワークフローが含まれています。

1. AWS CLI、AWS Glue ジョブを開始するには、AWS CLI、AWS マネジメントコンソール、または API 
を使用します。AWS CLI または API を使用すると、呼び出されたジョブの並列処理を自動化し、サン
プルファイルを生成するための実行時間を短縮できます。

2. AWS Glue ジョブは、ファイルコンテンツをランダムに生成し、そのコンテンツを CSV 形式に変換し
て、コンテンツを Amazon S3 オブジェクトとして共通のプレフィックスで保存します。各ファイルは
1キロバイト未満です。AWS Glue ジョブは、START_RANGEおよびという 2 つのユーザー定義ジョブパ
ラメータを受け入れますEND_RANGE。これらのパラメータを使用して、ジョブの実行ごとに Amazon 
S3 で生成されるファイル名とファイル数を設定できます。このジョブの複数のインスタンスをparallel 
実行できます (たとえば、100 インスタンス)。

Tools
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、クラウドベースのオブジェクトストレージサービス

です。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルの

コマンドを使って AWS サービスとやり取りするのに役立ちます。
• AWS Glue はフルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストア

とデータストリーム間でのデータの分類、クリーニング、エンリッチ化、および移動を確実に行うこと
ができます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、AWS リ
ソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

ベストプラクティス
このパターンを実装する際は、以下の AWS Glue のベストプラクティスを考慮してください。

• 適切な AWS Glue ワーカータイプを使用してコストを削減してください。 ワーカータイプのさまざま
な特性を理解し、CPU とメモリの要件に基づいてワークロードに適したワーカータイプを選択すること
をお勧めします。このパターンでは、DPU を最小限に抑えてコストを削減するために、Python シェル
ジョブをジョブタイプとして使用することをお勧めします。詳細については、AWS Glue デベロッパー
ガイドの「AWS Glue へのジョブの追加」の「AWS Glue へのジョブの追加」を参照してください。

• 適切な同時実行数の制限を使用してジョブをスケーリングしてください。 AWS Glue ジョブの最大同時
実行数は、所要時間と必要なファイル数に基づいて決定することをお勧めします。

• 最初に少数のファイルの生成を開始します。 AWS Glue ジョブを構築する際のコスト削減と時間の節約
のため、最初は少数のファイル (1,000 個など) から始めてください。これにより、トラブルシューティ
ングが容易になります。少数のファイルの生成が成功した場合は、より多くのファイル数にスケーリン
グできます。

• 最初にローカルで実行してください。 AWS Glue ジョブを構築する際のコスト削減と時間の節約には、
ローカルで開発を開始し、コードをテストしてください。シェルと統合開発環境 (IDE) の両方で AWS 
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Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを作成するのに役立つ Docker コンテナの設定方法について
は、AWS ビッグデータブログの「コンテナを使用してローカルで AWS Glue ETL ジョブを開発する」
を参照してください。

AWS Glue のベストプラクティスの詳細については、AWS Glue ドキュメントの「ベストプラクティス」
を参照してください。

エピック
送信先 S3 バケットと IAM ロールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ファイルを保存する S3 バケット
を作成します。

S3 バケットとその中にプレ
フィックスを作成します。

[Note:] (メモ:) このパターンで
は、s3://{your-s3-bucket-
name}/small-files/その位置
をデモンストレーション目的で
使用します。

アプリケーションデベロッパー

IAM ロールを作成および設定し
ます。

AWS Glue ジョブが S3 バケッ
トへの書き込みに使用する IAM 
ロールを作成する必要がありま
す。

1. IAM ロールを作成しま
す (たとえば、という名
前"AWSGlueServiceRole-
smallfiles")。

2. ポリシーの信頼できるエン
ティティとして AWS Glue を
選択します。

3. 呼び出された 
AWS"AWSGlueServiceRole"
管理ポリシーをロールにア
タッチします。

4. "s3-small-file-
access"次の構成に基づい
て呼び出されるインライン
ポリシーまたはカスタマー
管理ポリシーを作成しま
す。"{bucket}"自分のバ
ケット名に置き換えてくださ
い。

{ 
    "Version": 
 "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
               
 "s3:GetObject", 
                
 "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::{bucket}/
small-files/input/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

5. "s3-small-file-
access"ポリシーをロールに
アタッチします。

同時実行を処理する AWS Glue ジョブを作成して設定する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Glue ジョブを作成します。 コンテンツを生成して S3 バケッ
トに保存する AWS Glue ジョブ
を作成する必要があります。

AWS Glue ジョブを作成し、次の
ステップを実行してジョブを設
定します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS Glue 
コンソール (AWS Glue コン
ソール) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [デー
タ統合と ETL] で、[ジョブ] を
選択します。

3. 「ジョブの作成」セクション
で、「Python Shell スクリプ
トエディタ」を選択します。

4. 「オプション」セクション
で、「ボイラープレートコー
ドを使用して新しいスクリ
プトを作成」を選択し、「作
成」を選択します。

5. [Job 詳細] を選択します。
6. [名前] に create_small_files と

入力します。
7. [IAM Role] で、以前に作成し

た IAM ロールを選択します。
8. 「このジョブ実行」セクショ

ンで、「自分で作成する新
しいスクリプト」を選択しま
す。

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
9. [詳細プロパティ] を展開しま

す。
10.[最大同時実行数] には、デモ

ンストレーション用に 100 を
入力します。[Note:] (メモ:) 最
大同時実行数は、parallel 実行
できるジョブのインスタンス
数を定義します。

11.[Save] (保存) を選択します。
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タスク 説明 必要なスキル

ジョブのコードを更新します。 1. AWS Glue コンソールを開き
ます。

2. ナビゲーションペインで 
[Jobs] (ジョブ) を選択しま
す。

3. 「Your jobs」セクションで、
以前に作成したジョブを選択
します。

4. 「スクリプト」タブを選
択し、次のコードに基づ
いてスクリプトを更新しま
す。BUCKET_NAME、PREFIX、text_strお
よび変数を自分の値で更新し
ます。

from awsglue.utils import 
 getResolvedOptions
import sys
import boto3
from random import 
 randrange 
  
# Two arguments  
args = 
 getResolvedOptions(sys.argv, 
 ['START_RANGE', 
 'END_RANGE']) 
  
START_RANGE = 
 int(args['START_RANGE'])
END_RANGE = 
 int(args['END_RANGE']) 
  
BUCKET_NAME = 
 '{BUCKET_NAME}'
PREFIX = 'small-files/
input/'
s3 = boto3.resource('s3')
for x in 
 range(START_RANGE, 
 END_RANGE): 
    # generate file name 
    file_name = 
 f"input_{x}.txt" 
    # generate text 
    text_str = 
 str(randrange(100000))+","+str(randrange(100000))+", 
 " + 
 str(randrange(10000000)) 
 + "," + 
 str(randrange(10000)) 
    # write in s3
s3.Object(BUCKET_NAME, 
 PREFIX + 
 file_name).put(Body=text_str)

5. [Save] (保存) を選択します。

アプリケーションデベロッパー
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エピック

コマンドラインまたはコンソールから AWS Glue ジョブを実行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Glue ジョブをコマンドライ
ンから実行します。

AWS CLI から AWS Glue ジョブ
を実行するには、指定した値を
使用して次のコマンドを実行し
ます。

cmd:~$ aws glue start-
job-run --job-name 
 create_small_files 
 --arguments '{"--
START_RANGE":"0","--
END_RANGE":"1000000"}'
cmd:~$ aws glue start-
job-run --job-name 
 create_small_files 
 --arguments '{"--
START_RANGE":"1000000","--
END_RANGE":"2000000"}'

[Note:] (メモ:) AWS マネジメ
ントコンソールから AWS Glue 
ジョブを実行する手順について
は、このパターンの AWS マネジ
メントコンソールストーリーの
「AWS Glue ジョブの実行」を参
照してください。

ヒント: 上記の例のように、パラ
メータを変えて一度に複数の実
行を実行する場合は、AWS CLI 
を使用して AWS Glue ジョブを
実行することをお勧めします。

特定の並列化係数を使用して定
義した数のファイルを生成する
ために必要な AWS CLI コマン
ドをすべて生成するには、次の 
bash コードを (指定した値を使
用して) 実行します。

# define parameters
NUMBER_OF_FILES=10000000;
PARALLELIZATION=50;  
  
# initialize
_SB=0; 
       
# generate commands
for i in $(seq 1 
 $PARALLELIZATION);  
do  
      echo aws glue 
 start-job-run --job-
name create_small_files 
 --arguments "'"'{"--
START_RANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
PARALLELIZATION) * 
 (i-1) + _SB))'","--
END_RANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/
PARALLELIZATION) * 
 (i)))'"}'"'"; 
      _SB=1;  
done

上記のスクリプトを使用する場
合は、次の点を考慮してくださ
い。

• このスクリプトにより、大規
模なサイズの小さなファイル
の呼び出しと生成が簡単にな
ります。

• NUMBER_OF_FILESPARALLELIZATION自
分の価値観に合わせて更新し
てください。

• 上記のスクリプトは、実行す
る必要のあるコマンドのリ
ストを出力します。これらの
出力コマンドをコピーして、
ターミナルで実行します。

• スクリプト内から直接コマン
ドを実行する場合は、11echo
行目のステートメントを削除
してください。

注:上記のスクリプトからの出力
例を確認するには、このパター
ンの「追加情報」セクション
にある「シェルスクリプトの出
力」を参照してください。
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

AWS マネジメントコンソールで 
AWS Glue ジョブを実行します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS Glue 
コンソール (AWS Glue コン
ソール) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [デー
タ統合と ETL] で、[ジョブ] を
選択します。

3. 「あなたの仕事」セクション
で、あなたの仕事を選択しま
す。

4. パラメーター (オプション) セ
クションで、パラメーターを
更新します。

5. [アクション] を選択し、[ジョ
ブを実行] を選択します。

6. 手順 3 ～ 5 を必要な回数繰り
返します。たとえば、1000 
万個のファイルを作成するに
は、この処理を 10 回繰り返し
ます。

アプリケーションデベロッパー

AWS Glue ジョブのステータスを
確認します。

1. AWS Glue コンソールを開き
ます。

2. ナビゲーションペインで 
[Jobs] (ジョブ) を選択しま
す。

3. 「Your jobs」セクションで、
以前に作成したジョブ (つま
りcreate_small_files) を
選択します。

4. ファイルの進行状況と生成
状況を確認するには、Run 
ID、Run Status、およびその
他の列を確認してください。

アプリケーションデベロッパー

関連リソース
リファレンス:

• AWS オープンデータレジストリ
• 分析用データセット
• AWS のオープンデータ
• AWS Glue でのジョブの追加
• AWS Glue の使用を開始する

ガイドとパターン

• AWS Glue のベストプラクティス
• 負荷テストアプリケーション
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追加情報

追加情報
ベンチマークテスト

このパターンを使用して、ベンチマークテストの一環として、さまざまな並列化パラメータを使用して
1,000万個のファイルを生成しました。次の表は、テストの出力を示しています。

並列化 ジョブの実行によって生
成されたファイル数

Job 期間 [Speed] (スピード)

10 1,000,000 6 時間 40 分 非常に遅い

50 200,000 件の 80 分 中

100 100,000 40 分 Fast

処理速度を上げたい場合は、ジョブ構成で同時実行数を増やすことができます。ジョブ設定は要件に応じ
て簡単に調整できますが、AWS Glue サービスのクォータ制限があることに注意してください。詳細につ
いては、AWS Glue エンドポイントとクォータ (AWS Glue エンドポイントとクォータ) を参照してくださ
い。

シェルスクリプト出力

次の例は、コマンドラインストーリーからの Run the AWS Glue ジョブのシェルスクリプトの出力をこの
パターンで示しています。

user@MUC-1234567890 MINGW64 ~ 
  $ # define parameters 
  NUMBER_OF_FILES=10000000; 
  PARALLELIZATION=50; 
  # initialize 
  _SB=0; 
    
  # generate commands 
  for i in $(seq 1 $PARALLELIZATION); 
   do 
         echo aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments 
 "'"'{"--START_RANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/PARALLELIZATION)  (i-1) + SB))'","--
ENDRANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/PARALLELIZATION)  (i)))'"}'"'"; 
         _SB=1; 
   done 
    
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"0","--END_RANGE":"200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"200001","--END_RANGE":"400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"400001","--END_RANGE":"600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"600001","--END_RANGE":"800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"800001","--END_RANGE":"1000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1000001","--END_RANGE":"1200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1200001","--END_RANGE":"1400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1400001","--END_RANGE":"1600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1600001","--END_RANGE":"1800000"}' 
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  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1800001","--END_RANGE":"2000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2000001","--END_RANGE":"2200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2200001","--END_RANGE":"2400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2400001","--END_RANGE":"2600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2600001","--END_RANGE":"2800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2800001","--END_RANGE":"3000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3000001","--END_RANGE":"3200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3200001","--END_RANGE":"3400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3400001","--END_RANGE":"3600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3600001","--END_RANGE":"3800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3800001","--END_RANGE":"4000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4000001","--END_RANGE":"4200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4200001","--END_RANGE":"4400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4400001","--END_RANGE":"4600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4600001","--END_RANGE":"4800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4800001","--END_RANGE":"5000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5000001","--END_RANGE":"5200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5200001","--END_RANGE":"5400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5400001","--END_RANGE":"5600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5600001","--END_RANGE":"5800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5800001","--END_RANGE":"6000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6000001","--END_RANGE":"6200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6200001","--END_RANGE":"6400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6400001","--END_RANGE":"6600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6600001","--END_RANGE":"6800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6800001","--END_RANGE":"7000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7000001","--END_RANGE":"7200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7200001","--END_RANGE":"7400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7400001","--END_RANGE":"7600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7600001","--END_RANGE":"7800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7800001","--END_RANGE":"8000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8000001","--END_RANGE":"8200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8200001","--END_RANGE":"8400000"}' 
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  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8400001","--END_RANGE":"8600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8600001","--END_RANGE":"8800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8800001","--END_RANGE":"9000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9000001","--END_RANGE":"9200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9200001","--END_RANGE":"9400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9400001","--END_RANGE":"9600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9600001","--END_RANGE":"9800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9800001","--END_RANGE":"10000000"}' 
   
  user@MUC-1234567890 MINGW64 ~

よくある質問

同時実行またはparallel ジョブはいくつ使用すればよいですか?

同時実行数とparallel ジョブ数は、必要な時間と必要なテストファイル数によって異なります。作成する
ファイルのサイズを確認することをお勧めします。まず、AWS Glue ジョブが希望する数のファイルを生
成するのにかかる時間を確認します。次に、目標を達成するために適切な数の同時実行を行います。たと
えば、100,000 ファイルの実行に 40 分かかると仮定し、目標時間は 30 分である場合、AWS Glue ジョブ
の同時実行設定を増やす必要があります。

このパターンを使用してどのような種類のコンテンツを作成できますか?

区切り文字 (PIPE、JSON、CSV など) が異なるテキストファイルなど、あらゆる種類のコンテンツを作成
できます。このパターンでは、Boto3 を使用してファイルに書き込み、ファイルを S3 バケットに保存し
ます。

S3 バケットにはどのレベルの IAM 権限が必要ですか?

S3Write バケットのオブジェクトへのアクセスを許可する ID ベースのポリシーが必要です。詳細につい
ては、Amazon S3 を参照してください。Amazon S3 ドキュメントの S3 バケット内のオブジェクトへの
読み取りおよび書き込みアクセスを許可します。

Lambda 関数を使用して一時的な EMR クラスター
で Spark ジョブを起動する

作成者:アドナン・アルヴィー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 分析 ワークロード: オープンソース

AWS サービス: Amazon 
EMR、AWS Identity and 
Access Management、AWS 
Lambda、Amazon VPC
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概要
このパターンでは、Amazon EMR RunJobFlow API アクションを使用して一時的なクラスターを起動
し、Lambda 関数から Spark ジョブを実行します。一時的な EMR クラスターは、ジョブが完了するか、
エラーが発生した場合にすぐに終了するように設計されています。一時クラスターは計算時間中にのみ
実行されるため、コストを節約できます。また、クラウド環境ではスケーラビリティと柔軟性が得られま
す。

一時的な EMR クラスターは、Boto3 API と Lambda 関数内の Python プログラミング言語を使用して起動
されます。Python で記述された Lambda 関数を使用すると、必要なときにクラスターを柔軟に開始できま
す。

バッチ計算と出力の例を示すために、このパターンでは Lambda 関数から EMR クラスターで Spark 
ジョブを起動し、架空の会社のサンプル売上データに対してバッチ計算を実行します。S3 ジョブの出力
は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のカンマ区切り値 (Amazon S3) ファイルで指定でき
ます。計算を実行するための、入力データファイル、Spark.jarファイル、コードスニペット、仮想プライ
ベートクラウド (VPC) 用の AWS CloudFormation テンプレートと AWS ID およびアクセス管理 (IAM) ロー
ルが添付ファイルとして提供されます。

前提条件と制限
前提条件

• AWS アカウント

機能制限

• コードから一度に開始できる Spark ジョブは 1 つだけです。 

製品バージョン

• EMR 5.0 以降でテスト済み

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EMR 
• AWS Lambda
• Amazon S3
• Apache Spark

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

Spark EMR バッチ計算を自動化するには、次のいずれかのオプションを使用できます。

• cron スケジュールで Lambda 関数を開始できる Amazon CloudWatch イベントルールを実装します。
詳細については、「チュートリアル」を参照してください。 CloudWatch イベントを使用して AWS 
Lambda 関数をスケジュールします。

• ファイルの到着時に Lambda 関数が開始されるように Amazon S3 イベント通知を設定します。
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Tools
AWS サービス

• Amazon EMR — Amazon EMR は、Apache Spark、Apache Hive、Apache Hbase、Apache 
Flink、Apache Hudi、Presto などのオープンソースツールを使用して大量のデータを処理するための、
業界をリードするクラウドビッグデータプラットフォームです。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行でき
るコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリク
エストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。使用したコンピューティング時
間に対してのみ発生しますコードが実行されていないときは料金は発生しません。Lambda を使用すれ
ば、実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスでも、管理を必要とせずに実行
できます。AWS Lambda は可用性の高いコンピューティングインフラストラクチャでコードを実行し、
すべてのコンピューティングリソースを管理します。これには、サーバーおよびオペレーティングシス
テムのメンテナンス、容量のプロビジョニングおよび自動スケーリング、コードのモニタリング、さら
にログ記録などが含まれます。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージを提供
します。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意
の量のデータを保存および取得できます。

Code

"""
Copy paste the following code in your Lambda function. Make sure to change the following 
 key parameters for the API as per your account

-Name (Name of Spark cluster)
-LogUri (S3 bucket to store EMR logs)
-Ec2SubnetId (The subnet to launch the cluster into)
-JobFlowRole (Service role for EC2)
-ServiceRole (Service role for Amazon EMR)

The following parameters are additional parameters for the Spark job itself. Change the 
 bucket name and prefix for the Spark job (located at the bottom).

-s3://your-bucket-name/prefix/lambda-emr/SparkProfitCalc.jar (Spark jar file)
-s3://your-bucket-name/prefix/fake_sales_data.csv (Input data file in S3)
-s3://your-bucket-name/prefix/outputs/report_1/ (Output location in S3)
"""
import json
import boto3

client = boto3.client('emr')

def lambda_handler(event, context): 
    
    response = client.run_job_flow( 
        Name= 'spark_job_cluster', 
        LogUri= 's3://your-bucket-name/prefix/logs', 
        ReleaseLabel= 'emr-6.0.0', 
        Instances={ 
            'MasterInstanceType': 'm5.xlarge', 
            'SlaveInstanceType': 'm5.large', 
            'InstanceCount': 1, 
            'KeepJobFlowAliveWhenNoSteps': False, 
            'TerminationProtected': False, 
            'Ec2SubnetId': 'subnet-XXXXXXXXXXXXXX' 
        }, 
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        Applications = [ {'Name': 'Spark'} ], 
        Configurations = [ 
            { 'Classification': 'spark-hive-site', 
              'Properties': { 
                  'hive.metastore.client.factory.class': 
 'com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory'} 
            } 
        ], 
        VisibleToAllUsers=True, 
        JobFlowRole = 'EMRLambda-EMREC2InstanceProfile-XXXXXXXXX', 
        ServiceRole = 'EMRLambda-EMRRole-XXXXXXXXX', 
        Steps=[ 
            { 
                'Name': 'flow-log-analysis', 
                'ActionOnFailure': 'TERMINATE_CLUSTER', 
                'HadoopJarStep': { 
                        'Jar': 'command-runner.jar', 
                        'Args': [ 
                            'spark-submit', 
                            '--deploy-mode', 'cluster', 
                            '--executor-memory', '6G', 
                            '--num-executors', '1', 
                            '--executor-cores', '2', 
                            '--class', 'com.aws.emr.ProfitCalc', 
                            's3://your-bucket-name/prefix/lambda-emr/SparkProfitCalc.jar', 
                            's3://your-bucket-name/prefix/fake_sales_data.csv', 
                            's3://your-bucket-name/prefix/outputs/report_1/' 
                        ] 
                } 
            } 
        ] 
    )

叙事詩
EMR と Lambda の IAM ロールと VPC を作成します。

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールと VPC を作成しま
す。

Lambda および Amazon EMR 
の IAM ロールと Amazon EMR 
の IAM ロールと VPC がすでに
ある場合は、このステップをス
キップできます。コードを実行
するには、EMR クラスターと 
Lambda 関数の両方に IAM ロー
ルが必要です。EMR クラスター
には、パブリックサブネットを
持つ VPC か、NAT ゲートウェイ
を持つプライベートサブネット
を持つ VPC が必要です。すべて
の IAM ロールと VPC を自動的
に作成するには、アタッチされ
た AWS CloudFormation テンプ
レートをそのままデプロイする
か、「追加情報」セクションで
指定されているとおりにロール
と VPC を手動で作成できます。

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トの出力キーをメモしておきま
す。

CloudFormation テンプレー
トが正常にデプロイされた
ら、AWS CloudFormation コ
ンソールの Outputs タブに
移動します。、、、の 4 つ
の出力キーに注意してくださ
いLambdaExecutionRoleEc2SubnetId。ServiceRoleJobFlowRoleLambda 
関数を作成するときに、これら
のキーの値を使用します。

クラウドアーキテクト

S3 バケットを作成し、Spark .jar ファイルをアップロードする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 コンソールで、S3 バ
ケットを作成します。

S3 バケットを作成するか、既存
のバケットを使用します。

一般的な AWS

Spark .jar ファイルをアップロー
ドします。

S3 バケットに S3 .jar ファイルを
アップロードします。

一般的な AWS

EMR クラスターを起動する Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数の作成。 Lambda コンソールで、実行
ロールを持つ Python 3.8 以降の 
Lambda 関数を作成します。実行
ロールポリシーは、Lambda が 
EMR クラスターを起動すること
を許可する必要があります。(添
付の AWS CloudFormation テン
プレートを参照してください)。

クラウド/ビッグデータ開発者

コードをコピーして貼り付けま
す。

lambda_function.pyファイル
内のコードを、このパターンの
「ツール」セクションのコード
に置き換えます。

クラウド/ビッグデータ開発者

コード内のパラメータを変更し
ます。

コード内のコメントに従って、
パラメータ値を変更AWS。

クラウド/ビッグデータ開発者

関数を起動してクラスターを開
始します。

提供された Spark .jar ファイル
を使用して一時的な EMR クラス
ターの作成を開始する関数を起
動します。Spark ジョブが実行さ
れ、ジョブが完了すると自動的
に終了します。

クラウド/ビッグデータ開発者

EMR クラスターの状態を確認し
ます。

EMR クラスターが開始される
と、EMR コンソールの [クラス
タ] タブに表示されます。クラス
ターの起動中またはジョブの実

クラウド/ビッグデータ開発者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
行中のエラーは、それに応じて
確認できます。

サンプルデモをセットアップして実行する

タスク 説明 必要なスキル

Spark .jar ファイルをアップロー
ドします。

添付ファイルセクションから
Spark .jar ファイルをダウンロー
ドし、S3 バケットにアップロー
ドします。

クラウド/データエンジニア

入力データセットをアップロー
ドします。

fake_sales_data.csv添付
ファイルを S3 バケットに添付し
ます。

クラウド/ビッグデータ開発者

Lambda コードを貼り付けて、パ
ラメータを変更します。

ツールセクション
からコードをコピー
し、lambda_function.pyコー
ドファイルを置き換えて Lambda 
関数にコードを貼り付けます。
アカウントに合わせてパラメー
タ値を変更します。

クラウド/ビッグデータ開発者

関数を起動し、出力を確認しま
す。

Lambda 関数は、提供された 
Spark ジョブを使用してクラス
ターを開始すると、S3 バケット
に CSV ファイルを生成します。

クラウド/ビッグデータ開発者

関連リソース
• ビルディングスパーク
• Apache Spark と Amazon EMR
• Boot3 ドキュメント:run_job_flow ドキュメント
• Apache Spark の情報とドキュメント

追加情報
Lambda 関数で EMR クラスターを起動するには、VPC と IAM ロールが必要です。VPC ロールと IAM 
ロールは、このパターンの Attachments セクションにある AWS CloudFormation テンプレートを使用して
設定することも、以下のリンクを使用して手動で作成することもできます。 

Lambda と Amazon EMR を実行するには、次の IAM ロールが必要です。 

Lambda 実行ロール

Lambda 関数の実行ロールは、AWS のサービスとリソースにアクセスする権限を付与します。

Amazon EMR のサービスロール

Amazon EMR ロールは、リソースをプロビジョニングしてサービスレベルのタスクを実行する際に、これ
らのタスクがクラスター内で実行する Amazon EMR インスタンスのコンテキストでは実行されない場合
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添付ファイル

に、Amazon EMR に許可されるアクションを定義します。たとえば、このサービスロールを使用してクラ
スターの起動時に EC2 インスタンスをプロビジョニングします。

EC2 インスタンスのサービスロール

クラスター EC2 インスタンスのサービスロール (Amazon EMR の EC2 インスタンスプロファイルとも呼
ばれます) は、インスタンスの起動時に Amazon EMR クラスター内のすべての EC2 インスタンスに割り
当てられる特殊なサービスロールです。Hadoop エコシステム上で実行されるアプリケーションプロセス
は、このロールを引き受けることで、AWS の他のサービスとやり取りするアクセス許可を取得します。

VPC とサブネットの作成

VPC は VPC コンソールから作成できます。 

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Glue を使用して Apache カサンドラのワーク
ロードを Amazon Keyspaces に移行する

ニコライ・コレスニコフ (AWS)、カルティガ・プリヤ・チャンドラン (AWS)、サミール・パテル (AWS) 
が作成

環境: PoC またはパイロットのリ
クエスト

ソース: Cassandra ターゲット: Amazon Keyspaces

R タイプ: 再配置 ワークロード: オープンソース、
その他すべてのワークロード

テクノロジー: 分析、移行、サー
バーレス、ビッグデータ

AWS サービス: AWS Glue; アマ
ゾンKeyspaces

概要
このパターンは、AWS Glue を使用して、既存の Apache Cassandra ワークロードを Amazon Keyspaces 
(Apache Cassandra 向け) に移行する方法です。AWS Glue の抽出、変換、読み込み（ETL）ジョブを
使用すると、ワークロードの移行によるレプリケーションラグを最小限に抑えることができます。ま
た、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを使用して、Apache Parquet ファイル、設
定ファイル、スクリプトなどの移行に必要なデータを保存する方法についても学びます。このパターン
では、Cassandra ワークロードが仮想プライベートネットワーク (VPC) 内の Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされていることを前提としています。

前提条件と制限
前提条件

• Cassandra クラスターとソーステーブル
• ワークロードを複製するための Keyspaces ペースのターゲットテーブル
• データのインクリメンタル変更を含む中間Parquetファイルを保存する S3 バケット
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アーキテクチャ

• ジョブ設定ファイルとスクリプトを保存する S3 バケット

機能制限

AWS Glue では、Cassandra ワークロードのデータ処理ユニット (DPU) のプロビジョニングに時間がかか
ります。Cassandra クラスターと Amazon Keyspaces 内のターゲットキースペースおよびテーブルとの間
のレプリケーションラグは、ほんの数分しか続かない可能性があります。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Apache Cassandra
• DataStax
• スキュラーDB

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Keyspaces

マイグレーションアーキテクチャ

次の図は、Cassandra クラスターが Amazon EC2 インスタンスでホストされ、3 つのアベイラビリティー
ゾーンに分散しているアーキテクチャの例を示しています。Cassandra ノードはプライベートサブネット
でホストされます。AWS Glue ETL ジョブは Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) でホストされま
す。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. AWS Glue ジョブは S3 バケット内のジョブ設定とスクリプトを読み取ります。
2. AWS Glue ジョブはポート 9042 を介して接続し、Cassandra クラスターからデータを読み取ります。
3. AWS Glue ジョブはポート 9142 を介して接続し、Amazon Keyspaces にデータを書き込みます。

Tools
AWS のサービスとツール

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

• AWS Glue はフルマネージド型 ETL サービスで、データストアとデータストリーム間でデータを確実に
分類、クリーニング、エンリッチ化、および移動するのに役立ちます。

• AWS Glue Studio は、AWS Glue で ETL ジョブの作成、実行、モニタリングを簡単にできるようにする
グラフィカルインターフェイスです。

• Amazon Keyspaces コンソールは、Apache Cassandra と互換性のある、スケーラブルで可用性の高
い、マネージドデータベースサービスです。

Code

このパターンのコードは、「 GitHub Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) の例」と「Apache 
Cassandra リポジトリから Amazon Keyspaces への移行」を参照してください。
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エピック

エピック
移行環境の準備

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットのキースペースと
テーブルを作成します。

Amazon Keyspaces でキース
ペースとテーブルを作成しま
す。

[Note:] (メモ:) 書き込み容量の詳
細については、このパターンの
「追加情報」セクションにある
「書き込み単位の計算」を参照
してください。

カサンドラ・クエリー言語 
(CQL) を使用してキースペース
を作成することもできます。
詳細については、このパター
ンの「追加情報」セクションの
「CQLを使用したキースペース
の作成」を参照してください。

[Note:] (メモ:) テーブルを作成
したら、不要な課金を避けるた
めに、テーブルをオンデマンド
キャパシティモードに切り替え
ることを検討してください。

スループットのモードに更新す
るには、次のスクリプトを実行
します。

ALTER TABLE 
 target_keyspace.target_table 
 WITH CUSTOM_PROPERTIES 
 = { 'capacity_mode':
{ 'throughput_mode':'PAY_PER_REQUEST'} }

アプリ所有者、AWS 管理
者、DBA、アプリ開発者

AWS Glue のネットワーク接続を
作成します。

Cassandra クラスターを以前に
作成したキースペースとテーブ
ルに接続する新しい AWS Glue 
接続を作成するには、次のスク
リプトを使用します。

aws glue create-connection 
 --connection-input '{  
 "Name":"conn-cassandra-
custom", 
 "Description":"Connection 
 to Cassandra cluster", 
 "ConnectionType":"NETWORK", 
 "ConnectionProperties":{ 
 "JDBC_ENFORCE_SSL": "false" 
 }, 
 "PhysicalConnectionRequirements":
{ 

AWS 管理者、データエンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/getting-started.ddl.html
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/getting-started.ddl.html
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/getting-started.ddl.html
https://cassandra.apache.org/doc/latest/cassandra/cql/
https://cassandra.apache.org/doc/latest/cassandra/cql/
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/ReadWriteCapacityMode.html#ReadWriteCapacityMode.OnDemand
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/ReadWriteCapacityMode.html#ReadWriteCapacityMode.OnDemand
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/ReadWriteCapacityMode.html#ReadWriteCapacityMode.OnDemand
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/console-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/console-connections.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
 "SubnetId":"subnet-
ee1111d1EXAMPLE", 
 "SecurityGroupIdList":
["sg-0f0f0f000000f000fSAMPLE"], 
 "AvailabilityZone":"us-
east-1e"} 
 }' --region us-east-1 --
endpoint https://glue.us-
east-1.amazonaws.com

カサンドラに接続するようにカ
サンドラドライバを設定しま
す。

次の設定スクリプトを使用して
ください。

Datastax-java-driver { 
  basic.request.consistency 
 = “LOCAL_QUORUM” 
  basic.contact-points = 
 [“127.0.0.1:9042”] 
   advanced.reconnect-on-
init = true 
   basic.load-balancing-
policy { 
        local-datacenter = 
 “datacenter1”
}
advanced.auth-provider = { 
       class = 
 PlainTextAuthProvider 
       username = “user-at-
sample” 
       password = 
 “S@MPLE=PASSWORD=”
}
}

[Note:] (メモ:) 上記のスクリプ
トでは、Spark カサンドラ・コ
ネクターを使用しています。
詳細については、「Apache 
Cassandra リポジトリから 
Amazon Keyspaces GitHub への
移行」を参照してください。

DBA
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Keyspaces に接続する
ようにCassandra ドライバーを
設定します。

次の設定スクリプトを使用して
ください。

datastax-java-driver { 
  basic.request.consistency 
 = "LOCAL_QUORUM" 
  basic.contact-points 
 = ["cassandra.us-
east-1.amazonaws.com:9142"] 
   advanced.reconnect-on-
init = true 
   basic.load-balancing-
policy { 
        local-datacenter = 
 "us-east-1" 
    } 
    advanced.auth-provider = 
 { 
       class = 
 PlainTextAuthProvider 
       username = "user-at-
sample" 
       password = 
 "S@MPLE=PASSWORD=" 
    } 
    advanced.throttler = { 
       class = 
 RateLimitingRequestThrottler 
       max-requests-per-
second = 1000 
       max-queue-size = 
 50000 
       drain-interval = 1 
 millisecond 
    } 
    advanced.ssl-engine-
factory { 
      class = 
 DefaultSslEngineFactory 
      hostname-validation = 
 false 
    } 
    
 advanced.connection.pool.local.size 
 = 1
}

[Note:] (メモ:) 上記のスクリプ
トでは、Spark カサンドラ・コ
ネクターを使用しています。
詳細については、「Apache 
Cassandra リポジトリから 
Amazon Keyspaces GitHub への
移行」を参照してください。

このスクリプトを使用する場合
は、次の点を考慮してくださ
い。

DBA
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
• RateLimitingRequestThrottlerリ

クエストが Amazon 
Keyspaces で設定された容量
を超えないようにします。

• G1.X DPU は、ワーカーごとに 
1 つのエグゼキューターを作成
します。

• RateLimitingRequestThrottler前
の例では、1 秒あたり 1000 
リクエストに設定されていま
す。この設定と G.1X DPU を
使用すると、AWS Glue ワー
カーごとに 1000 リクエストを
達成できます。

• max-requests-per-
secondワークロードに合わせ
て値を調整してください。

• ワーカーの数を増やして、ス
ループットのスケーリングを
テーブルにスケーリングしま
す。

ジョブのアーティファクトを保
存する S3 バケットを作成しま
す。

AWS Glue ETL ジョブは、jar の
依存関係、ドライバ設定、およ
び Scala スクリプトにアクセス
する必要があります。

S3 バケットを作成するには、次
のコマンドを実行します。

MIGRATION_BUCKET=aws-
migration-$(dbus-
uuidgen) aws s3 mb s3://
$MIGRATION_BUCKET

[Note:] (メモ:) バックアップを保
存するには、同じ S3 バケットを
使用できます。

AWS 管理者、AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル

ジョブのアーティファクトを 
S3 バケットにアップロードしま
す。

AWS Glue ジョブに必要なアー
ティファクトを S3 バケットに
アップロードするには、以下の
コマンドを実行します。

curl -L -O https://
repo1.maven.org/maven2/
com/datastax/spark/spark-
cassandra-connector-
assembly_2.12/3.2.0/
spark-cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key jars/spark-
cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar 
 --body spark-
cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key conf/
KeyspaacesConnector.conf --
body KeyspacesConnector.conf
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key conf/
CassandraConnector.conf --
body CassandraConnector.conf
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key scripts/
CassandraToS3.scala --body 
 CassandraToS3.scala
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key scripts/
S3toKeyspaces.scala --body 
 S3toKeyspaces.scala

アーティファクトには次のもの
が含まれます。

• spark-cassandra-
connectorAmazon 
Keyspaces からの読み取りを
許可します

• CassandraConnector.confKeyspacesConnector.confに
は、カサンドラと Amazon 
Keyspaces へのアクセスに必
要な Cassandra ドライバー設
定が含まれています。

• CassandraToS3.scalaS3toKeyspaces.scalaス
クリプトには移行コードが含
まれています

AWS 管理者、AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

AWS Glue ジョブ用に IAM ロー
ルを作成します。

信頼できるエンティ
ティとして AWS 
Glue'GlueKeyspacesMigration'
という名前の新しい AWS サービ
スロールを作成するには、次の
コマンドを実行します。

sed 's/amazon-
keyspaces-migration-
bucket/'$MIGRATION_BUCKET'/
g' permissions-policy-
template.json > permissions-
policy.json

[Note:] (メモ:) permissions-
policy-template.jsonこ
のファイルには、S3 バケット
への読み取りアクセスを提供す
る AWS Gluepermissions-
policy.json ジョブを実
行するためのサンプルファ
イルが含まれています。S3 
バケットには、spark-
cassandra-connector jar 
ファイル、Amazon Keyspaces 
と Cassandra の設定ファイル、
および中間データを含む S3 バ
ケットへの読み取り/書き込みア
クセスが含まれます。

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

Cassandra からデータを読み取
る ETL ジョブを作成します。

以下のパラメータを使用する 
ETL ジョブを AWS Glue で作成
するには、AWS Glue コンソール
を使用するか、次のコマンドを
実行します。

aws glue create-job \ 
    --name "CassandraToS3" \ 
    --role 
 "GlueKeyspacesMigration" \ 
    --description "Offload 
 data from the Cassandra to 
 S3" \ 
    --glue-version "3.0" \ 
    --number-of-workers 2 \ 
    --worker-type "G.1X" \ 
    --connections "conn-
cassandra-custom" \ 
    --command 
 "Name=glueetl,ScriptLocation=s3://
$MIGRATION_BUCKET/scripts/
CassandraToS3.scala" \ 
    --max-retries 0 \ 
    --default-arguments '{ 
        "--job-
language":"scala", 
        "--
KEYSPACE_NAME":"source_keyspace", 
        "--
TABLE_NAME":"source_table", 
        "--
S3_URI_FULL_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/full-
dataset/", 
        "--
S3_URI_CURRENT_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/
incremental-dataset/
current/", 
        "--
S3_URI_NEW_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/
incremental-dataset/new/", 
        "--extra-
jars":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/jars/
spark-cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar", 
        "--extra-
files":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/conf/
CassandraConnector.conf", 
        "--
conf":"spark.cassandra.connection.config.profile.path=CassandraConnector.conf", 
        "--class":"GlueApp" 
    }'
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

Amazon キースKeyspaces に段
階的に書き込むための ETL ジョ
ブを作成します。

以下のパラメータを使用する 
ETL ジョブを AWS Glue で作成
するには、AWS Glue コンソール
を使用するか、次のコマンドを
実行します。

aws glue create-job \ 
    --name "S3toKeyspaces" \ 
    --role 
 "GlueKeyspacesMigration" \ 
    --description "Push data 
 to Amazon Keyspaces" \ 
    --glue-version "3.0" \ 
    --number-of-workers 2 \ 
    --worker-type "G.1X" \ 
    --command 
 "Name=glueetl,ScriptLocation=s3://
amazon-keyspaces-backups/
scripts/S3toKeyspaces.scala" 
 \ 
    --default-arguments '{ 
        "--job-
language":"scala", 
        "--
KEYSPACE_NAME":"target_keyspace", 
        "--
TABLE_NAME":"target_table", 
        "--
S3_URI_FULL_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/full-
dataset/", 
        "--
S3_URI_CURRENT_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/
incremental-dataset/
current/", 
        "--
S3_URI_NEW_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/
incremental-dataset/new/", 
        "--extra-
jars":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/jars/
spark-cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar", 
        "--extra-
files":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/conf/
KeyspacesConnector.conf", 
        "--
conf":"spark.cassandra.connection.config.profile.path=KeyspacesConnector.conf", 
        "--class":"GlueApp" 
    }'

AWS DevOps
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追加情報

タスク 説明 必要なスキル

ジョブのスケジュールを設定し
ます。

s3ToKeyspacescassandraToS3ジョ
ブが成功したときに開始される
ように Amazon EventBridge イベ
ントを設定します。

cassandraToS3スケジュー
ルに従って実行するようにす
ることもできます。次の例で
は、15cassandraToS3 分ごと
に実行するスケジュールを作成
します。

{"Name": 
 "your_schedule","Description": 
 "Cassandra to 
 S3","Schedule": 
 "cron(15 * * * ? 
 *)","Actions": [{"JobName": 
 "cassandraToS3"}]}
aws glue create-trigger 
 --type SCHEDULED --
cli-input-json file://
your_job_schedule.json

AWS DevOps

移行用の AWS Glue ジョブを作成する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Glue ジョブを作成し
て、Cassandra ワークロードを 
Parquet 形式で S3 にエクスポー
トします。

CassandraToS3.scala GitHub
amazon-keyspaces-examplesリ
ポジトリの例に基づいて AWS 
Glue ジョブを作成します。こ
の例では、Cassandra から読み
取って、テーブルを S3 バケット
に書き込みます。

アプリ開発者、アプリ所有者、
移行エンジニア

AWS Glue ジョブを作成して、イ
ンクリメンタルワークロードを 
Amazon Keyspaces にインポー
トします。

S3toKeyspaces.scala GitHub
amazon-keyspaces-examplesリ
ポジトリの例に基づいて AWS 
Glue ジョブを作成します。

アプリ開発者、アプリ所有者、
移行エンジニア

追加情報
移行に関する考慮事項

AWS Glue を使用すると、移行プロセス中も Cassandra ソースデータベースが完全に機能する状態を維持
したまま、Cassandra ワークロードを Amazon Keyspaces に移行できます。レプリケーションが完了し
たら、Cassandra クラスターと Amazon Keyspaces 間のレプリケーションラグを最小限に抑えて (数分以
内)、アプリケーションを Amazon Keyspaces に切り換えることができます。データの一貫性を維持する
ために、同様のパイプラインを使用して Amazon Keyspaces から Cassandra クラスターにデータをレプ
リケートして戻すこともできます。

単位計算を書く
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルビジネスインテリジェ

ンス 12C を AWS クラウドに移行

例として、1 時間の間に行サイズが 1 KiB で 500,000,000 を書き込む場合を考えてみましょう。必要な 
Amazon Keyspaces 書き込みユニット (WCU) の総数は、次の計算に基づいています。

(number of rows/60 mins 60s) 1 WCU per row = (500,000,000/(60*60s) * 1 WCU) = 
69,444 WCUs required

1 時間のレートは 1 秒あたり 69,444 WCU ですが、オーバーヘッドをいくらか緩和することもできま
す。 たとえば、69,444 * 1.10 = 76,388 WCUsには 10% のオーバーヘッドがあります。

CQL を使用してキースペースを作成する

CQL を使用してキースペースを作成するには、次のコマンドを実行します。

CREATE KEYSPACE target_keyspace WITH replication = {'class': 'SingleRegionStrategy'}
CREATE TABLE target_keyspace.target_table ( userid uuid, level text, gameid int, 
 description text, nickname text, zip text, email text, updatetime text, PRIMARY 
 KEY (userid, level, gameid) ) WITH default_time_to_live = 0 AND CUSTOM_PROPERTIES 
 = {'capacity_mode':{ 'throughput_mode':'PROVISIONED', 'write_capacity_units':76388, 
 'read_capacity_units':3612 }} AND CLUSTERING ORDER BY (level ASC, gameid ASC)

Oracle ビジネスインテリジェンス 12c をオンプレ
ミスサーバーから AWS クラウドに移行

ランレ・ショウウンミ (AWS) とパトリック・フアン (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 ソース: オンプレミス ターゲット: Amazon 
EC2、Amazon RDS、Amazon 
ALB、Amazon EFS

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: Oracle テクノロジー: 分析; Database; と

AWS サービス:
Amazon EBS、Amazon 
EC2、Amazon EFS、AWS 
CloudFormation、Elastic 
Load Balancing (ELB)、AWS 
Certificate Manager (ACM)

概要
このパターンは、AWS を使用して Oracle ビジネスインテリジェンスエンタープライズエディション 12c
をオンプレミスサーバーから AWS クラウドに移行する方法を示しています CloudFormation。また、他の 
AWS サービスを使用して、高い可用性、セキュリティ、柔軟性、および動的なスケーリング機能を提供す
る Oracle BI 12c コンポーネントを実装する方法についても説明します。

Oracle BI 12c の AWS クラウドへの移行に関するベストプラクティスのリストについては、このパターン
の「追加情報」セクションを参照してください。

[Note:] (メモ:) 既存の Oracle BI 12c データをクラウドに転送する前に、複数のテスト移行を実行するのが
ベストプラクティスです。これらのテストは、移行方法を微調整し、潜在的な問題を特定して修正し、ダ
ウンタイム要件をより正確に見積もるのに役立ちます。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Virtual Private Network (AWS VPN) サービスまたは AWS Direct Connect Connect Connect 

Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect と
• お使いの Oracle オペレーティングシステム、Oracle BI 12c、Oracle データベース、Oracle WebLogic 

Server、および Oracle HTTP サーバー用のソフトウェアライセンス

機能制限

ストレージサイズの制限については、Oracle の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ド
キュメントを参照してください。

製品バージョン

• Oracle ビジネスインテリジェンスエンタープライズエディション 12c
• WebLogic オラクルサーバー 12c
• Oracle HTTP Server 12c と
• Oracle Database 12c (またはそれ以降)
• Oracle Java SE 8 8 と

アーキテクチャ
次の図は、AWS クラウドで Oracle BI 12c コンポーネントを実行するためのアーキテクチャの例を示して
います。

この図は、以下のアーキテクチャを示しています。

1. Amazon Route 53 はドメインネームサービス (DNS) 設定を提供します。
2. Elastic Load Balancing（ELB）は、ネットワークトラフィックを分散して、複数のアベイラビリティー

ゾーンにわたる Oracle BI 12c コンポーネントのスケーラビリティと可用性を向上させます。
3. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティー

ゾーンにわたって Oracle HTTP サーバー、Weblogic Admin サーバー、マネージド BI サーバーをホスト
します。

4. Oracle データベースの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) では、複数のアベイラビリ
ティーゾーンにわたって BI Server メタデータを保存します。

5. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、共有ファイルストレージ用のすべての Oracle BI 12c コ
ンポーネントにマウントされています。

テクノロジースタック

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
• Amazon RDS for Oracle
• AWS Certificate Manager (ACM)
• Elastic Load Balancing (ELB)
• Oracle BI 12c
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Tools

• WebLogic オラクルサーバー 12c
• Oracle HTTP サーバー (OHS)

Tools
• AWS CloudFormation は、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫性のあるプロビジョニングを

行い、AWS アカウントとリージョンにわたるライフサイクル全体にわたる管理を支援します。
• AWS Certificate Manager (ACM) は、お客様の AWS ウェブサイトとアプリケーションを保護するパブ

リックおよびプライベート SSL/TLS X.509 証明書およびキーの作成、保存、更新を支援します。
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データストアを AWS クラウドに移行したり、クラ

ウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行したりするのに役立ちます。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン

グキャパシティーを提供します。仮想サーバーは必要な数だけ起動でき、すばやくスケールアップまた
はスケールダウンできます。

• Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションの可用性を維持するのに役立ち、定義した条件に従っ
て、Amazon EC2 インスタンスを自動的に追加または削除できます。 

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドで共有ファイルシステムを作成および設
定するのに役立ちます。

• Elastic Load Balancing は、受信するアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のター
ゲットに分散します。たとえば、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンの Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および IP アドレスにトラフィックを分散させることが
できます。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショナルデータベース
をセットアップ、運用、スケーリングするのに役立ちます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータの保存、保護、取得を支援するク
ラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリッ
トがあります。

• Oracle Data Pump を使用すると、データやメタデータをあるデータベースから別のデータベースに高速
に移動できます。

• Oracle Fusion Middlewareは、ID管理、コラボレーション、ビジネス・インテリジェンス・レポート作成
のためのアプリケーション開発ツールおよび統合ソリューション・スイートです。

• オラクルは、Oracle Cloud Infrastructureにおけるデータ・レプリケーションおよびストリーミング・
データ処理ソリューションの設計、実行、調整、 GoldenGate監視を支援します。

• Oracle WebLogic スクリプトツール（WLST）には、 WebLogic クラスタを水平方向にスケールアウト
するのに役立つコマンドラインインターフェイスが用意されています。

エピック
ソース環境の評価

タスク 説明 必要なスキル

ソフトウェアインベントリ情報
を収集します。

以下を含む、ソーステクノロ
ジースタックの各ソフトウェア
コンポーネントのバージョンと
パッチレベルを特定してくださ
い。

移行アーキテクト、ソリュー
ションアーキテクト、アプリ
ケーションオーナー、Oracle BI
管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
• Oracle オペレーティングシス

テム
• Oracle Database
• Oracle BI 12c
• WebLogic オラクル・サーバー
• Oracle HTTP サーバー
• Java

コンピューティングとストレー
ジのインベントリ情報を収集し
ます。

ソース環境で、以下について現
在および過去の使用率メトリッ
クを確認してください。

• CPU の使用
• メモリ使用量
• ストレージ使用量

重要: 過去に使用量の急増を考慮
に入れてください。

移行アーキテクト、ソリュー
ションアーキテクト、アプリ
ケーションオーナー、Oracle BI
管理者、システム管理者

ソース環境のアーキテクチャと
その要件に関する情報を収集し
ます。

以下の知識を含め、ソース環境
のアーキテクチャとその要件を
完全に理解してください。

• WebLogic オラクル・サーバ・
ドメイン構成

• クラスタリング
• 負荷分散
• 接続
• 可用性
• 災害対策

移行アーキテクト、ソリュー
ションアーキテクト、アプリ
ケーションオーナー、Oracle BI
管理者

Java データベース接続 (JDBC) 
データソースを識別します。

ソース環境が使用する各データ
ベースエンジンについて、ソー
ス環境の JDBC データソースと
ドライバに関する情報を収集し
ます。

移行アーキテクト、アプリケー
ションオーナー、Oracle BI 管理
者、データベースエンジニア、
または管理者

環境固有の設定に関する情報を
収集します。

以下を含む、ソース環境に固有
の設定と構成に関する情報を収
集します。

• カスタム起動スクリプトと
シャットダウンスクリプト

• Java とその他の環境変数
• 証明書

移行アーキテクト、ソリュー
ションアーキテクト、アプリ
ケーションオーナー、Oracle BI
管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

他のアプリケーションへの依存
関係を確認してください。

他のアプリケーションとの依存
関係を構築するソース環境の統
合に関する情報を収集します。

重要: LDAP (ライトウェイトディ
レクトリアクセスプロトコル) の
統合と、その他のネットワーク
要件を必ず特定してください。

移行アーキテクト、ソリュー
ションアーキテクト、アプリ
ケーションオーナー、Oracle BI
管理者

ターゲット環境の設計

タスク 説明 必要なスキル

概要設計ドキュメントを作成し
ます。

ターゲットアーキテクチャ設計
ドキュメントを作成します。
ソース環境を評価する際に収集
した情報を必ず設計文書に使用
してください。

ソリューションアーキテクト、
アプリケーションアーキテク
ト、データベースエンジニア、
移行アーキテクト

設計書の承認を得てください。 関係者と設計文書を検討し、必
要な承認を得てください。

アプリケーションまたはサービ
スオーナー、ソリューション
アーキテクト、アプリケーショ
ンアーキテクト

インフラストラクチャをデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormationでインフラスト
ラクチャコードを準備します。

Oracle BI 12c インフラストラク
チャを AWS CloudFormation ク
ラウドにプロビジョニングする
ためのテンプレートを作成しま
す。

詳細については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイド
の「AWS CloudFormation テンプ
レートの使用」を参照してくだ
さい。

[Note:] (メモ:) CloudFormation す
べてのリソースに対して1つの大
きなテンプレートを作成するの
ではなく、Oracle BI 12c階層ご
とにモジュール式のテンプレー
トを作成するのがベスト・プラ
クティスです。 CloudFormation 
ベストプラクティスの詳細につ
いては、AWS ブログの「AWS 
CloudFormation を使用してデプ
ロイを自動化する際の 8 つのベ

クラウドインフラストラクチャ
アーキテクト、ソリューション
アーキテクト、アプリケーショ
ンアーキテクト
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
http://aws.amazon.com/blogs/infrastructure-and-automation/best-practices-automating-deployments-with-aws-cloudformation/
http://aws.amazon.com/blogs/infrastructure-and-automation/best-practices-automating-deployments-with-aws-cloudformation/
http://aws.amazon.com/blogs/infrastructure-and-automation/best-practices-automating-deployments-with-aws-cloudformation/


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
ストプラクティス」を参照して
ください。

必要なソフトウェアをダウン
ロードします。

次のソフトウェアを、必要な
バージョンとパッチとともに
Oracle Web サイトからダウン
ロードします。

• Java JDK8 と
• WebLogic オラクルサーバー 

12c
• Oracle BI 12c

移行アーキテクト、データベー
スエンジニア、アプリケーショ
ンアーキテクト

インストールスクリプトを準備
します。

サイレントインストールを実行
するソフトウェアインストール
スクリプトを作成します。これ
らのスクリプトはデプロイメン
トの自動化を簡素化します。

詳細については、OBIEE 12c を
参照してください。サイレント
インストールを実行する方法? オ
ラクル・Support・サイトにあり
ます。ドキュメントを表示する
には Oracle Support アカウント
が必要です。

移行アーキテクト、データベー
スエンジニア、アプリケーショ
ンアーキテクト

お客様のウェブ層とアプリケー
ション層用に Amazon EBS-
Backed Linux AMI を作成しま
す。

1. ウェブ層とアプリケーション
層の Amazon EC2 インスタ
ンスをデプロイして設定しま
す。インスタンスが以下を実
行するための前提条件を満た
していることを確認してくだ
さい。
• Oracle オペレーティングシ

ステム環境のセットアップ
• Oracle オペレーティングシ

ステムのユーザーアカウン
トの設定

• Java ソフトウェアのインス
トール

2. インスタンスの Amazon マ
シンイメージ (AMI) を作成
し、future 使用できるように
コピーを保存します。手順に
ついては、Linux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドの「Amazon EBS-backed 
Linux AMI の作成」を参照して
ください。

移行アーキテクト、データベー
スエンジニア、アプリケーショ
ンアーキテクト
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http://aws.amazon.com/blogs/infrastructure-and-automation/best-practices-automating-deployments-with-aws-cloudformation/
https://www.oracle.com/
https://www.oracle.com/
https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise%20Performance%20Management%20and%20Business%20Intelligence/2267490_1.html
https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise%20Performance%20Management%20and%20Business%20Intelligence/2267490_1.html
https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise%20Performance%20Management%20and%20Business%20Intelligence/2267490_1.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-ebs.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-ebs.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-ebs.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-ebs.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

を使用して AWS CloudFormation 
インフラストラクチャを起動し
ます。

CloudFormation 作成したテン
プレートを使用して、Oracle BI 
12c Web層とアプリケーション
層をモジュールでデプロイしま
す。

手順については、AWS 
CloudFormation  CloudFormation 
ユーザーガイドの「AWS 入門」
を参照してください。

クラウドインフラストラクチャ
アーキテクト、ソリューション
アーキテクト、アプリケーショ
ンアーキテクト

新規インストールを使用して Oracle BI 12c を AWS に移行する

タスク 説明 必要なスキル

必要なソフトウェアをステージ
します。

Amazon EC2 インスタンスに
アクセスできる場所に必要なソ
フトウェアをステージングしま
す。たとえば、ウェブサーバー
やアプリケーションサーバーに
アクセス可能な Amazon S3 また
は別の Amazon EC2 インスタン
スにソフトウェアをステージン
グできます。

移行アーキテクト、Oracle BI
アーキテクト、クラウドインフ
ラストラクチャアーキテクト、
ソリューションアーキテクト、
アプリケーションアーキテクト

Oracle BI 12c のインストール用
にリポジトリデータベースを準
備します。

新しい Amazon RDS for Oracle 
データベースインスタンスに対
して Oracle リポジトリ作成ユー
ティリティ (RCU) を実行して 
Oracle BI 12c スキーマを作成し
ます。

クラウド・インフラストラ
クチャー・アーキテクト、ソ
リューション・アーキテクト、
アプリケーション・アーキテク
ト、マイグレーション・アーキ
テクト、Oracle BIアーキテクト

Oracle Fusion ミドルウェア 12c 
と Oracle BI 12c をインストール
します。

1. 1 つの Amazon EC2 インス
タンスから始めて、Oracle 
Fusion ミドルウェア 12c イ
ンフラストラクチャと OBIEE 
12c をインストールします。
詳細は、『Oracle ビジネス
インテリジェンス用 Oracle 
Fusion ミドルウェアエンター
プライズ導入ガイド』の以下
のセクションを参照してくだ
さい。
• BIHOST1でのインフラスト

ラクチャインストーラーの
起動

• エンタープライズ導入に備
えて Oracle ビジネスインテ
リジェンスをインストール

[Note:] (メモ:) Amazon EFS を
使用して、Oracle BI 12c ク
ラスターノード間で共有され

移行アーキテクト、オラクル BI 
アーキテクト
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Resources.RCU.html#Oracle.Resources.RCU.Installing
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Resources.RCU.html#Oracle.Resources.RCU.Installing
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#SOEDG2197
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#SOEDG2197
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#SOEDG2197
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-19FB37DF-6ECD-4C0D-BC99-7997C8E670A3
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-19FB37DF-6ECD-4C0D-BC99-7997C8E670A3
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-19FB37DF-6ECD-4C0D-BC99-7997C8E670A3


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
るディレクトリをホストしま
す。

2. 必要なパッチをインストール
に適用します。

3. インスタンスの AMI を作成
し、future 使用できるように
コピーを保存します。

Oracle BI 12c 用に Oracle 
WebLogic Server ドメインを設定
します。

Oracle BI 12c ドメインを非クラ
スターデプロイメントとして構
成します。

詳細は、『Oracle ビジネスイン
テリジェンス用 Oracle Fusion ミ
ドルウェアエンタープライズ導
入ガイド』の「BIドメインの構
成」を参照してください。

移行アーキテクト、オラクル BI 
アーキテクト

Oracle BI 12c から水平スケール
アウトを実行します。

1 つのノードを希望のノード数ま
で水平方向にスケールアウトし
ます。

詳細は、『Oracle ビジネスイン
テリジェンス用 Oracle Fusion 
Middleware エンタープライズ導
入ガイド』の「Oracle ビジネス
インテリジェンスのスケールア
ウト」を参照してください。

移行アーキテクト、オラクル BI 
アーキテクト

オラクル HTTP サーバー 12c を
インストールします。

1. オラクル HTTP サーバー 12c 
を Oracle ウェブ層 Amazon 
EC2 インスタンスにイン
ストールします。手順につ
いては、「Oracle Access 
Management 12c 用の Oracle 
HTTP サーバーのインストー
ルと構成」の「Oracle HTTP 
Server 12c のインストール」
を参照してください。

2. 必要なパッチをインストール
に適用します。

3. インスタンスの AMI を作成
し、future 使用できるように
コピーを保存します。

移行アーキテクト、オラクル BI 
アーキテクト

SSL ターミネーション用のロー
ドバランサーを設定します。

1. ACM で SSL 証明書を作成ま
たはインポートします。

2. SSL 証明書を ELB に関連付け
ます。

クラウドインフラストラクチャ
アーキテクト、マイグレーショ
ンアーキテクト
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https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-D4FC2F0A-88B0-453C-BF14-17D365018252
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-D4FC2F0A-88B0-453C-BF14-17D365018252
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0.htm#BIEDG-GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0.htm#BIEDG-GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0.htm#BIEDG-GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0.htm#BIEDG-GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0.htm#BIEDG-GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0.htm#BIEDG-GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0
https://docs.oracle.com/en/middleware/idm/access-manager/12.2.1.4/tutorial-oam-install-ohswebgate/#install-oracle-http-server-12c
https://docs.oracle.com/en/middleware/idm/access-manager/12.2.1.4/tutorial-oam-install-ohswebgate/#install-oracle-http-server-12c
https://docs.oracle.com/en/middleware/idm/access-manager/12.2.1.4/tutorial-oam-install-ohswebgate/#install-oracle-http-server-12c
https://docs.oracle.com/en/middleware/idm/access-manager/12.2.1.4/tutorial-oam-install-ohswebgate/#install-oracle-http-server-12c
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/associate-acm-certificate-alb-nlb/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/associate-acm-certificate-alb-nlb/


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

ビジネスインテリジェンスメタ
データのアーティファクトを 
AWS に移行します。

1. オンプレミスの Oracle BI 12c 
インストールから Oracle ビジ
ネスインテリジェンスアプリ
ケーションアーカイブ (BAR) 
ファイルをエクスポートしま
す。BAR ファイルをエクス
ポートするには、WebLogic 
スクリプトツール (WLST)
exportServiceInstanceを使用
してコマンドを実行します。

2. オンプレミスの BAR ファ
イルを AWS Oracle BI 12c 
インストール環境にイン
ポートします。BAR ファ
イルをインポートするに
は、importServiceInstanceWLST 
コマンドを実行します。

移行アーキテクト、オラクル BI 
アーキテクト

移行後のタスクを実行します。 BAR ファイルをインポート後、
以下のことを実行してくださ
い。

• その他の JDBC データソース
を設定します。

• PostgreSQL や Amazon 
Redshift などの他のデータソー
ス用のドライバをインストー
ルします。

• Oracle LDAP、SSL、シングル
サインオン (SSO)、WebLogic 
およびセキュリティストアを
設定します。

• AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーを
設定します。

• 使用状況追跡を有効にしま
す。

• 他のシステムとの統合を設定
します。

• 任意のカスタムスクリプトを
移行します。

移行アーキテクト、オラクル BI 
アーキテクト

新しい環境をテスト

タスク 説明 必要なスキル

新しいオラクル BI 12c 環境をテ
ストします。

新しい Oracle BI 12c end-to-end 
環境でテストを実施します。可
能な限り自動化します。

移行アーキテクト、ソリュー
ションアーキテクト、アプリ
ケーションオーナー、Oracle BI
管理者
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https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/biee/BIESG/GUID-2989F6FC-5656-491C-A645-E7E5DB6C76DE.htm#BIESG933
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/biee/BIESG/GUID-2989F6FC-5656-491C-A645-E7E5DB6C76DE.htm#BIESG933
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/biee/BIESG/GUID-82E6AE36-7EC7-457A-A905-408C5751AF7D.htm#BIESG9372
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/biee/BIESG/GUID-2989F6FC-5656-491C-A645-E7E5DB6C76DE.htm#BIESG933
https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/wls/12c/04-ConfigDataSource/configds.htm
https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/wls/12c/04-ConfigDataSource/configds.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12212/biee/BIESC/GUID-30F09EE4-A2DE-443D-BF24-CC401B6E13FD.htm#BIESC6128
https://docs.oracle.com/middleware/1221/biee/BIESC/ssl.htm#BIESC374
https://docs.oracle.com/middleware/1221/biee/BIESC/sso.htm
https://docs.oracle.com/middleware/1221/biee/BIESC/sso.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/opss/JISEC/cfgauthr.htm#JISEC2291
https://docs.oracle.com/middleware/12213/opss/JISEC/cfgauthr.htm#JISEC2291
https://docs.oracle.com/middleware/12213/opss/JISEC/cfgauthr.htm#JISEC2291
https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise%20Performance%20Management%20and%20Business%20Intelligence/2366978_1.html
https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise%20Performance%20Management%20and%20Business%20Intelligence/2366978_1.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
テストアクティビティの例に
は、以下のようなものがありま
す。

• ダッシュボード、レポー
ト、URL の検証

• ユーザー受け入れテスト (UAT)
• 運用承認テスト (OAT)

[Note:] (メモ:) 必要に応じて追加
のテストと検証を行います。

新しい環境に切り替える

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスの Oracle BI 12c 環
境へのトラフィックを切断しま
す。

指定されたカットオーバー
ウィンドウで、オンプレミス
の Oracle BI 12c 環境へのトラ
フィックをすべて停止します。

移行アーキテクト、ソリュー
ションアーキテクト、アプリ
ケーションオーナー、Oracle BI
管理者

新しい Oracle BI 12c リポジト
リデータベースをソースデータ
ベースと再同期します。

Amazon RDS Oracle Oracle BI 
12c リポジトリデータベースをオ
ンプレミスデータベースと再同
期します。

データベースを同期するに
は、Oracle Data Pump 更新また
は AWS DMS 変更データキャプ
チャ (CDC) のいずれかを使用で
きます。

Oracle BI 管理者、データベース
エンジニア/管理者

Oracle BI 12c の URL を新しい 
AWS 環境を指すように切り替え
ます。

内部 DNS サーバー上の Oracle 
BI 12c URL を更新して、新しい 
AWS インストールを指すように
します。

移行アーキテクト、ソリュー
ションアーキテクト、アプリ
ケーションオーナー、Oracle BI
管理者

新しい環境を監視します。 次のツールのいずれかを使用し
て、新しい Oracle BI 12c 環境を
監視します。

• アマゾン CloudWatch
• Amazon RDSPerformance 

Insights
• Oracle Enterprise Manager

Oracle BI 管理者、データベース
エンジニア/管理者、アプリケー
ション管理者

プロジェクトの承認を得てくだ
さい。

テスト結果を関係者と確認し、
移行を完了するために必要な承
認を得てください。

アプリケーションオーナー、
サービスオーナー、クラウドイ
ンフラストラクチャアーキテク
ト、マイグレーションアーキテ
クト、Oracle BI Architect
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Procedural.Importing.DataPump.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Procedural.Importing.DataPump.html
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-oracle-databases-with-near-zero-downtime-using-aws-dms/
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-oracle-databases-with-near-zero-downtime-using-aws-dms/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
http://aws.amazon.com/rds/performance-insights/
http://aws.amazon.com/rds/performance-insights/
https://www.oracle.com/enterprise-manager/


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

関連リソース
• RDS for Oracle での Oracle リポジトリ作成ユーティリティの使用 (Amazon RDS ユーザーガイド)
• オラクル on Amazon RDS (Amazon RDS ユーザーガイド)
• AWS 上の Oracle WebLogic サーバー 12c (AWS ホワイトペーパー)
• 高可用性を実現するためのオラクル・ビジネス・インテリジェンスの導入（オラクル・ヘルプ・セン

ター）
• オラクル・ビジネス・インテリジェンス・アプリケーション・アーカイブ (BAR) ファイル (Oracle ヘル

プセンター)
• 環境間で OBI 12c を移行する方法 (オラクル・Support)

追加情報
以下は、Oracle BI 12c の AWS クラウドへの移行に関連するベストプラクティスのリストです。

リポジトリデータベース

Oracle BI 12c データベーススキーマを Amazon RDS for Oracle インスタンスでホストするのがベストプ
ラクティスです。このインスタンスタイプは、ハードウェアプロビジョニング、データベースセットアッ
プ、パッチ適用、バックアップなどの管理タスクを自動化しながら、コスト効率が高くサイズ変更可能な
容量を提供します。

詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Oracle for Oracle RDS での Oracle リポジトリ作成
ユーティリティの使用」を参照してください。

Web 層とアプリケーション層

メモリ最適化された Amazon EC2 インスタンスは、多くの場合 Oracle BI 12c サーバーに適しています。
どのインスタンスタイプを選択する場合でも、プロビジョニングするインスタンスがシステムのメモリ使
用要件を満たしていることを確認してください。また、Amazon EC2 インスタンスの使用可能なメモリに
基づいて、十分な WebLogic Java 仮想マシン (JVM) ヒープサイズを設定してください。

ローカルストレージ

I/Oは、Oracle BI 12cアプリケーションの全体的なパフォーマンスにおいて重要な役割を果たしま
す。Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) では、さまざまなワークロードパターンに最適化されたさ
まざまなストレージクラスを提供しています。ユースケースに合った Amazon EBS ボリュームタイプを選
択してください。

EBS ボリュームタイプの詳細については、Amazon EBS ドキュメントの「Amazon EBS 機能」を参照し
てください。

共有ストレージ

クラスタ化された Oracle BI 12c ドメインには、次のリソース用の共有ストレージが必要です。

• 設定ファイル
• オラクル BI 12c シングルトンデータディレクトリ (SDD)
• Oracle グローバルキャッシュ
• オラクル BI スケジューラスクリプト
• WebLogic オラクル・サーバー・バイナリ

スケーラブルでフルマネージドの伸縮自在なネットワークファイルシステム (NFS) ファイルシステムを提
供する Amazon EFS を使用することで、この共有ストレージ要件を満たすことができます。
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共有ストレージパフォーマンスの微調整

Amazon EFS には次の 2 つのスループットモードがあります。プロビジョニングとバースティング。この
サービスには次の 2 つのパフォーマンスモードもあります。汎用および最大I/O

パフォーマンスを微調整するには、まず汎用パフォーマンスモードとプロビジョニングスループットモー
ドでワークロードをテストします。これらのテストを行うと、これらのベースラインモードが希望する
サービスレベルを満たすのに十分かどうかを判断するのに役立ちます。

詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「Amazon EFS パフォーマンス」を参照してください。

可用性と障害回復

アベイラビリティーゾーンに障害が発生した場合にリソースを保護するために、Oracle BI 12c コンポーネ
ントを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイすることがベストプラクティスです。以下は、AWS ク
ラウドでホストされている特定の Oracle BI 12c リソースの可用性と障害回復のベストプラクティスのリス
トです。

• オラクル BI 12c リポジトリデータベース: マルチ AZ Amazon RDS データベースインスタンスを Oracle 
BI 12 リポジトリデータベースにデプロイします。マルチ AZ 配置では、Amazon RDS は、異なるアベ
イラビリティーで同期スタンバイレプリカを自動的にプロビジョンおよび維持します。Oracle BI 12c リ
ポジトリデータベースインスタンスをアベイラビリティーゾーン全体で実行すると、計画されたシステ
ムメンテナンス中の可用性が向上し、インスタンスとアベイラビリティーゾーンの障害からデータベー
スを保護できます。

• オラクル BI 12c マネージドサーバー: 耐障害性を実現するには、複数のアベイラビリティーゾーンにま
たがるように設定された Amazon EC2 Auto Scaling グループのマネージドサーバーに Oracle BI 12c シ
ステムコンポーネントをデプロイするのがベストプラクティスです。Auto Scaling は、Amazon EC2 の
ヘルスチェックに基づいて障害のあるインスタンスを置き換えます。アベイラビリティーゾーンに障害
が発生した場合、Oracle HTTP Serverは引き続き機能しているアベイラビリティーゾーンの管理対象
サーバーにトラフィックを転送します。次に、Auto Scaling はホスト数の要件に合わせてインスタンス
を起動します。機能している管理対象サーバーへの既存のセッションのフェールオーバーがスムーズに
行われるように、HTTP セッションステートレプリケーションを有効にすることをお勧めします。

• オラクル BI 12c 管理サーバー: 管理サーバーの高可用性を確保するには、複数のアベイラビリティー
ゾーンにまたがるように設定された Amazon EC2 Auto Scaling グループでホストします。次に、グルー
プセットの最小サイズと最大サイズを 1 に設定します。アベイラビリティーゾーンの障害が発生した場
合、Amazon EC2 Auto Scaling は代替アベイラビリティーゾーンで代替の管理サーバーを起動します。
同じアベイラビリティーゾーン内で障害が発生した基盤となるホストを回復するには、Amazon EC2 
Auto Recovery をアクティブ化できます。

• オラクルのウェブ層サーバー: オラクル HTTP サーバーを Oracle WebLogic Server ドメインに関連付け
るのがベスト・プラクティスです。高可用性を備えている場合は、複数のアベイラビリティーゾーンを
割り当てるように設定された Amazon EC2 Auto Scaling グループ内で Oracle HTTP Server をデプロイ
します。次に、サーバーを ELB エラスティックロードバランサーの背後に配置します。ホスト障害に対
する保護を強化するために、Amazon EC2 自動復旧を有効にすることができます。

スケーラビリティ

AWS クラウドの柔軟性により、ワークロード要件に応じてアプリケーションを水平方向または垂直方向に
スケーリングできます。

垂直スケーリング

アプリケーションを垂直方向にスケーリングするには、Oracle BI 12c コンポーネントを実行している 
Amazon EC2 インスタンスのサイズとタイプを変更できます。デプロイメントの開始時にインスタンスを
過剰にプロビジョニングする必要もなければ、不必要なコストも発生しません。 

水平スケーリング
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Amazon EC2 Auto Scaling は、ワークロード要件に基づいてマネージドサーバーを自動的に追加または削
除することで、アプリケーションを水平スケーリングするのに役立ちます。

[Note:] (メモ:) Amazon EC2 Auto Scaling による水平スケーリングを実装するには、スクリプト作成スキル
と徹底的なテストが必要です。

Backup と復旧

以下は、AWS クラウドでホストされている特定の Oracle BI 12c リソースのバックアップとリカバリのベ
ストプラクティスのリストです。

• Oracle ビジネスインテリジェンスメタデータリポジトリ: Amazon RDS は、データベースインスタン
スのバックアップを自動的に作成して保存します。これらのバックアップは、指定した期間保持されま
す。Amazon RDS のバックアップ期間と保持設定は、必ずデータ保護要件に基づいて設定してくださ
い。詳細については、「Amazon RDS バックアップと復元」を参照してください。

• 管理サーバー、管理サーバー、および Web 層サーバー: 必ず、データ保護と保持の要件に基づいて
Amazon EBS スナップショットを設定してください。

• 共有ストレージ: Amazon EFS に保存されているファイルのバックアップと復元は、AWS Backup を使
用して管理できます。AWS Backup サービスをデプロイして、Amazon EC2、Amazon EBS、Amazon 
RDS などの他のサービスのバックアップとリカバリを一元管理することもできます。詳細については、
「AWS Backup とは」を参照してください。 『AWS Backup 開発者ガイド』にあります。

セキュリティとコンプライアンス

以下は、AWS クラウド内の Oracle BI 12c アプリケーションを保護するのに役立つセキュリティのベスト
プラクティスと AWS サービスのリストです。

• 保存時の暗号化: Amazon RDS、Amazon EFS、および Amazon EBS はすべて、業界標準の暗号化ア
ルゴリズムをサポートしています。AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、暗号化
キーを作成および管理し、AWS サービス全体およびアプリケーション内でのそれらの使用を管理できま
す。Oracle BI 12c リポジトリデータベースをホストしている Amazon RDS for Oracle データベースイン
スタンスに Oracle 透過的データ暗号化 (TDE) を設定することもできます。

• 転送中の暗号化: Oracle BI 12cインストールのさまざまなレイヤー間で転送中のデータを保護するに
は、SSLプロトコルまたはTLSプロトコルのいずれかをアクティブ化することがベストプラクティスで
す。AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、Oracle BI 12c リソースのパブリックおよびプライ
ベート SSL と TLS 証明書をプロビジョン、管理、デプロイできます。

• ネットワークセキュリティ: 必ず Oracle BI 12c リソースを、ユースケースに合わせて適切なアクセス制
御が設定された Amazon VPC にデプロイしてください。インストールを実行している Amazon EC2 イ
ンスタンスからのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックをフィルタリングするよう
にセキュリティグループを設定します。また、定義されたルールに基づいてトラフィックを許可または
拒否するネットワークアクセス制御リスト (NACL) を必ず構成してください。

• モニタリングとロギング: AWS CloudTrail を使用して、Oracle BI 12c リソースを含む AWS インフラス
トラクチャへの API コールを追跡できます。この機能は、インフラストラクチャの変更を追跡する場合
やセキュリティ分析を行う場合に役立ちます。また、Amazon CloudWatch を使用して運用データを表
示すると、Oracle BI 12c アプリケーションのパフォーマンスと状態に関する実用的な洞察を得ること
ができます。アラームを設定し、それらのアラームに基づいて自動アクションを実行することもできま
す。Amazon RDS には、拡張モニタリングやPerformance Insights などの追加のモニタリングツールが
用意されています。

ELK スタックを AWS 上のエラスティッククラウド
に移行

Battulga Purevragchaa (AWS)、Uday Reddy、Anony Prasad Thevaraj (AWS) によって作成されました
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環境:プロダクション ソース:エラスティックサーチ ターゲット:エラスティッククラ
ウド

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:その他すべての
ワークロード

テクノロジー:分析、セキュリ
ティ、アイデンティティ、コン
プライアンス

AWS サービス:Amazon 
EC2、Amazon EC2 Auto 
Scaling、Elastic Load Balancing 
(ELB)、Amazon S3、Amazon 
Route 53

概要
Elasticは長年にわたってサービスを提供してきましたが、そのユーザーや顧客は通常、Elasticを自社で
オンプレミスで管理しています。マネージド型のElasticsearchサービスであるElastic Cloudは、Elastic 
Stack（ELK Stack）を利用する方法と、エンタープライズサーチ、オブザーバビリティ、セキュリティの
ためのソリューションを提供します。ログ、メトリクス、APM（アプリケーションパフォーマンスモニタ
リング）、SIEM（セキュリティ情報およびイベント管理）などのアプリでElasticソリューションにアクセ
スできます。機械学習、インデックスライフサイクル管理、Kibana Lens (ドラッグアンドドロップによる
視覚化用) などの統合機能を使用できます。

セルフマネージド型のElasticsearchからElasticCloudに移行すると、Elasticsearchサービスは次の処理を行
います。

• 基盤となるインフラストラクチャのプロビジョニングと管理
• Elasticsearch クラスターの作成と管理
• クラスターのスケールアップとスケールダウン
• アップグレード、パッチ、スナップショットの作成

これにより、他の課題の解決に集中する時間が増えます。

このパターンは、オンプレミスの Elasticsearch 7.13 をAmazon Web Services (AWS) 上のエラスティック
クラウド上の Elasticsearch に移行する方法を定義します。他のバージョンでは、このパターンで説明され
ているプロセスを少し変更する必要がある場合があります。詳細については、Elasticの担当者にお問い合
わせください。

前提条件と制限
前提条件

• スナップショット用の Amazon シンプルストレージサービス (Amazon S3) にアクセスできるアクティブ
な AWS アカウント

• スナップショットデータファイルを Amazon S3 にコピーするための、安全で十分な帯域幅のプライ
ベートリンク

• Amazon S3 Transfer Acceleration
• データ取り込みが十分に大きいローカルデータストアまたはリモートストレージ (Amazon S3) に定期的

にアーカイブされるようにするための Elastic Snapshot ポリシー

移行を開始する前に、スナップショットの大きさと、それに付随するインデックスのライフサイクルポリ
シーがオンプレミスにあるかを理解しておく必要があります。詳細については、Elasticにお問い合わせく
ださい。
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役割とスキル

移行プロセスには、次の表に示す役割と専門知識も必要です。

[Role] (ロール) 専門知識 責任

App エラスティッククラウドとエラス
ティックオンプレミスに精通して
いること

Elastic に関連するすべてのタス
ク

システム管理者または DBA オンプレミスの Elastic 環境とそ
の設定に関する深い知識

ストレージのプロビジョニ
ング、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) をインス
トールして使用し、オンプレミ
スで Elastic に供給しているすべ
てのデータソースを特定できる

ネットワーク管理者 オンプレミスと AWS のネット
ワーク接続、セキュリティ、およ
びパフォーマンスに関する知識

接続帯域幅を把握した上で、オ
ンプレミスから Amazon S3 への
ネットワークリンクを確立する

機能制限

• Elastic Cloud の Elasticsearch は、サポートされている AWS リージョン (2021 年 9 月) でのみご利用い
ただけます。

製品バージョン

• Elasticsearch 7.13

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

オンプレミスのエラスティックサーチ 7.13 以降:

• クラスタースナップショット
• インデックススナップショット
• ビート構成

ソーステクノロジアーキテクチャ

次の図は、さまざまな取り込み方法、ノードタイプ、Kibana を使用した一般的なオンプレミスアーキテク
チャを示しています。さまざまなノードタイプには、Elasticsearch クラスター、認証、ビジュアライゼー
ションの役割が反映されています。

1. Beats からログスタッシュへのインジェクション
2. Beats から Apache Kafka メッセージングキューへのインジェスト
3. ファイルビートからLogstashへのインジェスト
4. Apache Kafka メッセージングキューからログスタッシュへのインジェスト
5. Logstash から Elasticsearch クラスターへのインジェスト
6. Elasticsearch クラスター
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7. 認証および通知ノード
8. キバナノードとブロブノード

ターゲットテクノロジースタック

Elastic Cloudは、複数のAWS リージョンのサービスとしてのソフトウェア（SaaS）アカウントにデプロ
イされ、クラスター間のレプリケーションが行われます。

• クラスタースナップショット
• インデックススナップショット
• ビート構成
• エラスティッククラウド
• Network Load Balancer
• Amazon Route 53
• Amazon S3

ターゲットアーキテクチャ

マネージド型のElastic Cloudインフラストラクチャは以下のとおりです。

• 複数のアベイラビリティーゾーンと複数の AWS リージョンに存在し、可用性が高い。
• データ（インデックスとスナップショット）はElastic Cloudのクロスクラスターレプリケーション

（CCR）を使用して複製されるため、リージョン障害に強い
• アーカイブ (スナップショットは Amazon S3 にアーカイブされるため)
• ネットワークロードバランサーと Route 53 の組み合わせによるネットワークパーティション耐性
• Elastic APM、Beats、Logstashから発信される（ただしこれらに限定されない）データインジェスト

高レベル移行ステップ

エラスティックは、オンプレミスのエラスティッククラスターをエラスティッククラウドに移行するため
の独自の規範的な方法を開発しました。Elasticの方法論は、Well-Architected FrameworkやAWS 移行加速
プログラム（MAP）など、AWS の移行ガイダンスやベストプラクティスと直接連携し、補完するもので
す。通常、AWS の移行フェーズは次の 3 つです。

• 評価
• 動員する
• 移行と近代化

Elasticは同様の移行フェーズをたどりますが、用語は補足的です。

• 開始
• 計画
• 実装
• 配信
• [Close] (閉じる)

ElasticはElasticの導入方法論を使用して、プロジェクト成果の提供を促進しています。これは、Elastic、
コンサルティングチーム、カスタマーチームが明確に連携して、共同で意図した成果を実現できるよう
に、包括的に設計されています。

81

http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.14/xpack-ccr.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.14/xpack-ccr.html
http://aws.amazon.com/s3/?p=pm&c=s3&z=4
http://aws.amazon.com/route53/
http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/network-load-balancer/
https://www.elastic.co/apm/
https://www.elastic.co/beats/
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/index.html
http://aws.amazon.com/architecture/well-architected/?wa-lens-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-lens-whitepapers.sort-order=desc
http://aws.amazon.com/migration-acceleration-program/
http://aws.amazon.com/migration-acceleration-program/


AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

Elasticの方法論では、導入段階で従来のウォーターフォール型フェーズとスクラムを組み合わせていま
す。技術要件の設定は、リスクを最小限に抑えながら、共同作業で繰り返し提供されます。

Tools
AWS サービス

• Amazon Route 53 — Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたドメインネームシステム (DNS) 
ウェブサービスです。Route 53 を使用すると、ドメイン登録、DNS ルーティング、ヘルスチェックの 3 
つの主要な機能を任意の組み合わせで実行できます。

• Amazon S3-Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスで
す。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意
の量のデータを保存および取得できます。このパターンでは、S3 バケットと Amazon S3 Transfer 
Acceleration を使用します。

• Elastic Load Balancing (Elastic Load Balancing) では、受信したトラフィックがアベイラビリティーゾー
ンの複数のターゲット (EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) に自動的に分散させます。

その他のツール

• ビート — Beats は Logstash または Elasticsearch からデータを送信します
• エラスティッククラウド — エラスティッククラウドはエラスティックサーチをホスティングするための

マネージドサービスです。
• Elasticsearch — Elasticsearchは、Elastic Stackを使用してデータを一元的に保存し、スケーラブルな検

索や分析を行うための検索および分析エンジンです。このパターンでは、スナップショットの作成とク
ラスター間のレプリケーションも使用されます。

• Logstash — Logstashは、複数のソースからデータを取り込んで変換し、データストレージに送信する
サーバー側のデータ処理パイプラインです。

叙事詩
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスの Elastic ソリュー
ションを実行しているサーバー
を特定します。

Elastic マイグレーションがサ
ポートされていることを確認し
ます。

App Oner

オンプレミスサーバー構成を理
解する。

オンプレミスでワークロードを
成功させるために必要なサー
バー構成を理解するには、現在
使用されているサーバーハード
ウェアのフットプリント、ネッ
トワーク構成、およびストレー
ジ特性を調べてください

Support

ユーザーとアプリのアカウント
情報を収集します。

オンプレミスのElastic環境で使用
されているユーザー名とアプリ
名を特定します。

システム管理者、アプリサポー
ト

Beatsとデータシッパーの設定を
文書化します。

構成を文書化するには、既存の
データソースとシンクを見て

App
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ください。詳細については、
「Elastic ドキュメント」を参照
してください。

データの速度と量を決定しま
す。

クラスターが処理するデータ量
のベースラインを設定します。

システム管理者、アプリサポー
ト

RPO と RTO のシナリオを文書
化します。

障害およびサービスレベル契約 
(SLA) の観点から、目標復旧時
点 (RTO) シナリオを文書化しま
す。

アプリオーナー、システム管理
者、アプリサポート

最適なスナップショットライフ
サイクル設定を決定します。

移行中および移行後に Elastic ス
ナップショットを使用してデー
タを保護する必要がある頻度を
定義します。

アプリオーナー、システム管理
者、アプリサポート

移行後のパフォーマンスの期待
値を定義します。

現在および予想される画面更
新、クエリランタイム、および
ユーザーインターフェイスの動
作に関するメトリクスを生成し
ます。

システム管理者、アプリサポー
ト

インターネットアクセスの転
送、帯域幅、および可用性の要
件を文書化します。

Amazon S3 にスナップショッ
トをコピーするためのインター
ネット接続の速度、レイテン
シー、および耐障害性を確認し
ます。

ネットワーク管理者

Elasticのオンプレミスランタイ
ムの現在のコストを文書化しま
す。

AWS 対象環境のサイジングが、
高性能で費用対効果が高いよう
に設計されていることを確認し
てください。

DBA、システム管理者、アプリ
サポート

認証と承認のニーズを特定しま
す。

Elastic Stackのセキュリティ
機能には、ライトウェイト
ディレクトリアクセスプロ
トコル（LDAP）、セキュリ
ティアサーションマークアッ
プ言語（SAML）、OpenID 
Connect（OIDC）などの組み込
みレルムが用意されています。

DBA、システム管理者、アプリ
サポート

地理的な場所に基づく特定の規
制要件を理解してください。

お客様の要件および関連する国
の要件に従って、データがエク
スポートされ、暗号化されてい
ることを確認してください。

DBA、システム管理者、アプリ
サポート

移行を実装する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 にステージングエリ
アを準備します。

Amazon S3 でスナップショッ
トを受け取るには、S3 バケッ
トと、新しく作成したバケット

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
へのフルアクセス権を持つ一時
的なAWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールを作成
します。詳細については、「IAM 
ユーザーにアクセス許可を委任
するロールの作成」を参照して
ください。AWS Security Token 
Service を使用して、一時的な
セキュリティ認証情報をリクエ
ストします。アクセスキー ID、
シークレットアクセスキー、
セッショントークンは安全に
保ってください。

バケットで Amazon S3 Transfer 
Acceleration (Amazon S3) を有効
にします

AWS CLI と Amazon S3 プラ
グインをオンプレミスでインス
トールします。

各 Elasticsearch ノードで、次の
コマンドを実行します。

sudo bin/elasticsearch-
plugin install repository-s3

次に、ノードを再起動します。

AWS 管理者

Amazon S3 クライアントアクセ
スを設定します。

次のコマンドを実行して、以前
に作成したキーを追加します。

elasticsearch-keystore add 
 s3.client.default.access_key

elasticsearch-keystore add 
 s3.client.default.secret_key

elasticsearch-keystore add 
 s3.client.default.session_token

AWS 管理者

Elastic data のスナップショット
リポジトリを登録する

Kibana Dev Toolsを使用して、
オンプレミスのローカルクラス
ターにどのリモートS3バケット
に書き込むかを指示します。

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

スナップショットポリシーを設
定します。

スナップショットのライフ
サイクル管理を設定するに
は、Kibana PoliciesタブでSLM
ポリシーを選択し、どの時間、
データストリーム、またはイン
デックスを含めるか、どの名前
を使用するかを定義します。

頻繁にスナップショットを取る
ポリシーを設定します。スナッ
プショットは段階的に作成さ
れ、ストレージを効率的に使
用します。適性評価の決定と一
致させてください。ポリシーで
保存ポリシーを指定し、不要に
なったスナップショットを自動
的に削除することもできます。

App

スナップショットが機能するこ
とを確認します。

Kibana Dev Tools で、次のコマ
ンドを実行します。

GET _snapshot/
<your_repo_name>/_all

AWS 管理者、アプリサポート、

エラスティッククラウドに新し
いクラスターをデプロイしま
す。

Elasticにログインし、適性評価
で得たビジネス結果から導き出
された「オブザーバビリティ、
検索、セキュリティ」のクラス
ターを選択します。

AWS 管理者、アプリサポート

クラスタキーストアアクセスを
設定します。

新しいクラスターは、スナップ
ショットを保存する S3 バケッ
トにアクセスする必要がありま
す。Elasticsearch サービスコ
ンソールで [セキュリティ] を選
択し、以前に作成したアクセス
キーとシークレットの IAM キー
を入力します。

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 にアクセスするよ
うに Elastic Cloud ホストクラス
ターを設定します。

Amazon S3 で以前に作成したス
ナップショットリポジトリへの
新しいクラスターアクセスを設
定します。Kibana を使用して、
以下を実行します。

1. [スタック管理]、[スナップ
ショット設定] を選択しま
すRegisterRepo。

2. 「エイリアス」フィールド
に、リポジトリの名前を入力
します。

3. S3 クライアント名には、セカ
ンダリを選択します。

4. 前に作成した S3 バケットを
リポジトリに追加します。

5. [スナップショットを圧縮] を
選択します。

6. 暗号化設定はデフォルト値の
ままにします。

AWS 管理者、アプリSupport

新しい Amazon S3 リポジトリを
確認します。

Elastic Cloud クラスターでホス
トされている新しいリポジトリ
にアクセスできることを確認し
ます。

AWS 管理者

Elasticsearch サービスクラス
ターを初期化します。

Elasticsearch サービスコンソー
ルで、S3 スナップショットか
ら Elasticsearch サービスクラス
ターを初期化します。

以下のコマンドを POST として
実行します。

*/_close?
expand_wildcards=all

/_snapshot/<your-repo-name>/ 
  <your-snapshot-name>/
_restore

*/_open?expand_wildcards=all

Support

移行を完了する

タスク 説明 必要なスキル

スナップショットのリストアが
成功したことを確認します。

Kibana Dev Tools を使用して、
次のコマンドを実行します。

App
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

GET _cat/indices

インジェストサービスをデプロ
イします。

Beats と Logstash のエンドポイ
ントを新しい Elasticsearch サー
ビスのエンドポイントConnect。

App

クラスター環境のテストとクリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

クラスター環境を検証する。 オンプレミスのElasticクラスター
環境をAWS に移行したら、その
環境に接続し、独自のユーザー
承認テスト（UAT）ツールを使
用して新しい環境を検証できま
す。

App

リソースをクリーンアップす
る。

クラスターが正常に移行された
ことを確認したら、移行に使用
した S3 バケットと IAM ロール
を削除します。

AWS 管理者

関連リソース
エラスティックリファレンス

• エラスティッククラウド
• AWS でのマネージド型エラスティックサーチと Kibana
• エラスティックエンタープライズサーチ
• エラスティックインテグレーション
• 伸縮自在な可観測性
• エラスティックセキュリティ
• ビート
• エラスティックAPM
• インデックスライフサイクル管理への移行
• エラスティックサブスクリプション
• エラスティックにお問い合わせください

エラスティックなブログ投稿

• セルフマネージド型のElasticsearchからAWS 上のElasticCloudに移行する方法 (ブログ記事)
• エラスティッククラウドへの移行 (ブログ記事)

エラスティックドキュメンテーション

• チュートリアル:SLM によるバックアップの自動化
• ILM: インデックスライフサイクルの管理

87

https://www.elastic.co/cloud/
https://www.elastic.co/elasticsearch/service
https://www.elastic.co/enterprise-search
https://www.elastic.co/integrations?search=amazon
https://www.elastic.co/observability
https://www.elastic.co/security
https://www.elastic.co/beats/
https://www.elastic.co/apm/
https://www.elastic.co/guide/en/cloud-enterprise/current/ece-migrate-index-management.html
https://www.elastic.co/subscriptions
https://www.elastic.co/contact
https://www.elastic.co/blog/how-to-migrate-from-self-managed-elasticsearch-to-elastic-cloud-on-aws
https://www.elastic.co/blog/migrating-to-elastic-cloud
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.10/getting-started-snapshot-lifecycle-management.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/index-lifecycle-management.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• ログスタッシュ
• クロスクラスタレプリケーション (CCR)
• インジェストパイプライン
• エラスティックサーチ API リクエストを実行する
• スナップショットの保存

エラスティックビデオとウェビナー

• エラスティックなクラウド移行
• Elastic Cloud: お客様が移行する理由 (ウェビナー)

AWS リファレンス

• AWS Marketplace でのエラスティッククラウド
• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS Direct Connect
• AWS Migration Acceleration Program
• ネットワークロードバランサー
• リージョンとアベイラビリティーゾーン
• Amazon Route 53
• Amazon Simple Storage Service
• Amazon S3 Transfer Acceleration
• VPN コネクション
• Well-Architected フレームワーク

追加情報
複雑なワークロードの移行を計画している場合は、Elasticコンサルティングサービスをご利用ください。
設定やサービスに関する基本的な質問がある場合は、ElasticSupport チームにお問い合わせください。

スターバーストを使用してデータを AWS クラウド
に移行する

アントニー・プラサド・テバラジ（AWS）、ショーン・ヴァン・スターデン（スターバースト）、スレ
シュ・ヴィーラゴーニ（AWS）によって作成されました

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 分析、データレイ
ク、データベース

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon EKS

概要
Starburstは、既存のデータソースを単一のアクセスポイントにまとめるエンタープライズクエリエンジ
ンを提供することで、Amazon Web Services（AWS）へのデータ移行プロセスを加速します。移行計画
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

を最終決定する前に、複数のデータソースにわたって分析を実行して貴重な洞察を得ることができます。 
business-as-usual 分析を中断することなく、Starburst エンジンまたは専用の抽出、変換、ロード (ETL) 
アプリケーションを使用してデータを移行できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Virtual private cloud (VPC)
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスター
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のAuto Scaling グループ
• 移行する必要がある現在のシステムワークロードのリスト
• AWS からオンプレミス環境へのネットワーク接続

アーキテクチャ
リファレンスアーキテクチャ

次の大まかなアーキテクチャ図は、AWS クラウドでの Starburst Enterprise の一般的なデプロイを示して
います。

1. スターバーストエンタープライズクラスターは AWS アカウント内で実行されます。
2. ユーザーは、ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル (LDAP) またはオープン認証 (OAuth) を

使用して認証し、Starburst クラスターと直接やり取りします。
3. Starburst、Amazon Simple Simple Simple Simple S3 (Amazon S3)、Amazon Relational Database 

Service (Amazon RS)、Amazon Relational Database Service (Amazon RS)、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RS)、Amazon Redshift Relational Database Service (Amazon Starburst 
は、AWS クラウド、オンプレミス、またはその他のクラウド環境のデータソースにわたるフェデレー
ションクエリ機能を提供します。

4. Helm チャートを使用して Amazon EKS クラスターでスターバーストエンタープライズを起動します。
5. スターバーストエンタープライズは、Amazon EC2 Auto Scaling グループと Amazon EC2 スポットイ

ンスタンスを使用してインフラストラクチャを最適化します。
6. Starburst Enterpriseは、既存のオンプレミスデータソースに直接接続して、データをリアルタイムで読

み取ります。さらに、この環境に既存の Starburst Enterprise デプロイがある場合は、AWS クラウド内
の新しい Starburst クラスターをこの既存のクラスターに直接接続できます。

以下の点に注意してください。

• Starburstはデータ仮想化プラットフォームではありません。これは、分析のための全体的なデータメッ
シュ戦略の基礎を形成する SQL ベースの超parallel 処理 (MPP) クエリエンジンです。

• Starburstを移行の一環として導入すると、既存のオンプレミスインフラストラクチャに直接接続できま
す。

• Starburstには、さまざまなレガシーシステムへの接続を容易にするエンタープライズおよびオープン
ソースのコネクタがいくつか組み込まれています。コネクターとその機能の詳細なリストについては、
『Starburst Enterprise ユーザーガイド』の「コネクター」を参照してください。

• Starburstは、オンプレミスのデータソースからリアルタイムでデータをクエリできます。これにより、
データの移行中に通常の業務が中断されるのを防ぐことができます。

• 既存のオンプレミスの Starburst Enterprise デプロイから移行する場合は、Starburst Stargate という特
別なコネクターを使用して、AWS の Starburst Enterprise クラスターをオンプレミスクラスターに直接
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接続できます。これにより、ビジネスユーザーやデータアナリストが AWS クラウドからのクエリをオ
ンプレミス環境にフェデレーションする場合に、パフォーマンス上のメリットがさらに高まります。

高レベルのプロセス概要

Starburstを使用すると、移行前にすべてのデータに関する洞察が得られるため、データ移行プロジェクト
を加速できます。次の図は、Starburst を使用してデータを移行する一般的なプロセスを示しています。

[Role (ロール)

Starburst を使用して移行を完了するには、通常、以下のロールが必要です。

• クラウド管理者 — Starburst Enterprise アプリケーションの実行にクラウドリソースを利用できるよう
にする責任があります

• スターバースト管理者 — スターバーストアプリケーションのインストール、設定、管理、サポートを担
当します

• データエンジニア — 責任者:
• レガシーデータのクラウドへの移行
• 分析をサポートするセマンティックビューの構築

• ソリューションまたはシステムオーナー — ソリューション全体の実装を担当します

Tools
AWS サービス

• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコ
ンピューティングキャパシティーを提供します。

• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるように
するマネージド型の Kubernetes サービスです。Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションの
デプロイ、スケーリング、および管理を自動化するためのオープンソースシステムです。

その他のツール

• Helm — Helm は Kubernetes クラスターにアプリケーションをインストールし、管理するために役立ち
ます。

• スターバーストエンタープライズ — スターバーストエンタープライズは、分析のための全体的なデータ
メッシュ戦略の基礎を形成する SQL ベースの超parallel 処理 (MPP) クエリエンジンです。

• スターバーストスターゲイト — スターバーストスターゲートは、オンプレミスデータセンターのクラス
ターなど、あるスターバーストエンタープライズ環境のカタログとデータソースを、AWS クラウドのク
ラスターなどの別のスターバーストエンタープライズ環境のカタログとデータソースにリンクします。

叙事詩
データを評価する

タスク 説明 必要なスキル

データを特定して優先順位を付
けます。

移動するデータを特定する。大
規模なオンプレミスのレガシー
システムには、移行したいコア

データエンジニア、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
データと、移動したくないデー
タやコンプライアンス上の理
由で移動できないデータが含ま
れている場合があります。デー
タインベントリから始めると、
最初にターゲットにするデータ
に優先順位を付けるのに役立ち
ます。詳細については、「ポー
トフォリオの自動検出の開始方
法」を参照してください。

データの検索、インベントリ、
バックアップを行います。

データの質、量、使用事例との
関連性を検証します。必要に応
じてデータのバックアップまた
はスナップショットを作成し、
データのターゲット環境を完成
させます。

データエンジニア、DBA

Starburst エンタープライズ環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

AWS クラウドでスターバース
トエンタープライズを設定しま
す。

データがカタログ化されてい
る間に、マネージド型 Amazon 
EKS クラスターにスターバー
ストエンタープライズをセッ
トアップします。詳細について
は、スターバーストエンタープ
ライズリファレンスドキュメン
トの「Kubernetes によるデプロ
イ」を参照してください。これ
により、 business-as-usual デー
タ移行の進行中に分析が可能に
なります。

AWS 管理者、アプリ開発者

スターバーストをデータソース
Connect。

データを特定してスターバース
トエンタープライズを設定し
たら、スターバーストをデータ
ソースに接続します。Starburst
は、SQLクエリとしてデータ
ソースから直接データを読
み取ります。詳細について
は、Starburst Enterprise リファ
レンスドキュメントを参照して
ください。

AWS 管理者、アプリ開発者

データを移行

タスク 説明 必要なスキル

ETL パイプラインを構築して実
行します。

データ移行プロセスを開始す
る。 business-as-usual このア

データエンジニア

91

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/get-started-with-automated-portfolio-discovery.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/get-started-with-automated-portfolio-discovery.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/get-started-with-automated-portfolio-discovery.html
https://docs.starburst.io/latest/k8s.html
https://docs.starburst.io/latest/k8s.html
https://docs.starburst.io/latest/overview.html
https://docs.starburst.io/latest/overview.html
https://docs.starburst.io/latest/overview.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
クティビティは分析と同時に行
われる可能性があります。移行
には、サードパーティ製の製品
または Starburst を使用できま
す。Starburstには、さまざまな
ソース間でデータを読み書きす
る機能があります。詳細につい
ては、Starburst Enterprise リ
ファレンスドキュメントを参照
してください。

データを検証します。 データを移行したら、データを
検証して、必要なデータがすべ
て移動され、元の状態であるこ
とを確認します。

データエンジニア、 DevOps エ
ンジニア

カットオーバーしてロールアウトする

タスク 説明 必要なスキル

データをカットオーバーしま
す。

データの移行と検証が完了した
ら、データをカットオーバーで
きます。これには、Starburst
のデータ接続リンクの変更が含
まれます。オンプレミスのソー
スを参照する代わりに、新し
いクラウドソースを参照してセ
マンティックビューを更新しま
す。詳細については、Starburst 
Enterprise リファレンスドキュメ
ントの「コネクター」を参照し
てください。

データエンジニア、カットオー
バーリード

ユーザーへのロールアウト データコンシューマーは、移行
されたデータソースを使って作
業を開始します。このプロセス
はアナリティクスのエンドユー
ザーには見えません。

カットオーバーリード、データ
エンジニア

関連リソース
AWS Marketplace

• スターバーストギャラクシー
• スターバーストエンタープライズ
• スターバーストデータ JumpStart
• スターバーストエンタープライズウィズグラビトン

スターバーストドキュメンテーション

• スターバーストエンタープライズユーザーガイド

92

https://docs.starburst.io/latest/overview.html
https://docs.starburst.io/latest/overview.html
https://docs.starburst.io/latest/overview.html
https://docs.starburst.io/latest/connector.html
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-yugyv4gbgn5ss?ref_=srh_res_product_title
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-pwnl3c6p2jycg?ref_=srh_res_product_title
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ou6drb23gch2u?ref_=srh_res_product_title
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-2bpppdqlesn6w?ref_=srh_res_product_title
https://docs.starburst.io/index.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
入力ファイルサイズの ETL インジェストを最適化

• スターバーストエンタープライズリファレンスドキュメント

その他の AWS ドキュメント

• 自動ポートフォリオ発見を始める (AWS Prescriptive Guidance)
• Starburst on AWS によるクラウドインフラストラクチャのコストとパフォーマンスの最適化 (ブログ記

事)

AWS での入力ファイルサイズの ETL インジェスト
を最適化

Apoorva Patrikar (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: 分析; データレイ
ク

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: AWS Glue; 
Amazon S3

概要
このパターンは、データを処理する前にファイルサイズを最適化することにより、AWS Glue でのビッグ
データと Apache Spark ワークロードの抽出、変換、ロード (ETL) プロセスの取り込みステップを最適化
する方法を示しています。このパターンを使用して、小さなファイルの問題を防止または解決してくだ
さい。つまり、小さなファイルが多数あると、ファイルの総サイズが原因でデータ処理が遅くなる場合
です。たとえば、1 個あたりわずか数百キロバイトのファイルが数百個あると、AWS Glue ジョブのデー
タ処理速度が大幅に低下する可能性があります。これは、AWS Glue が Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) で内部リスト機能を実行する必要があり、YARN (さらに別のリソースネゴシエーター) は大
量のメタデータを保存する必要があるためです。データ処理速度を向上させるために、ETL タスクではグ
ループ化が有効化されます。このパーティションは、小さいファイルを自動的にグループ化します。また
は、カスタムコードを使用して既存のファイルにバッチロジックを追加することもできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 1 つ以上の AWS グルージョブ
• 1 つ以上のビッグデータまたは Apache Spark ワークロード
• S3 バケット

アーキテクチャ
次のパターンは、パフォーマンスを可視化するために、さまざまな形式のデータが AWS Glue ジョブに
よって処理され、S3 バケットに保存される方法を示しています。

図表に示す内容は以下のステップです。
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1. AWS Glue ジョブは、CSV、JSON、Parquet 形式の小さなファイルをダイナミックフレームに変換し
ます。[Note:] (メモ:) 入力ファイルのサイズは、AWS Glue ジョブのパフォーマンスに最も大きな影響を
与えます。

2. AWS Glue ジョブは S3 バケットの内部リスト機能を実行します。

Tools
• AWS Glue はフルマネージド型 ETL サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間で

のデータの分類、クリーニング、エンリッチ化、および移動を確実に行うことができます。
• Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで

あり、任意の量のデータを保存、保護、取得できます。

叙事詩
グループ化を使用して ETL の取り込みを最適化する

タスク 説明 必要なスキル

グループのサイズを指定しま
す。

50,000 個を超える場
合、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ただ
し、connectionOptionsパ
ラメータでグループサイズ
を指定することで、50,000 
ファイル未満のファイルを
グループ化することもできま
す。connectionOptionscreate_dynamic_frame.from_optionsパ
ラメータはメソッド内にありま
す。

データエンジニア

グループ化コードを記述しま
す。

create_dynamic_frameメ
ソッドを使用してダイナミック
フレームを作成します。例:

S3bucket_node1 = 
 glueContext.create_dynamic_frame.from_options( 
    
 format_options={"multiline": 
 False}, 
    connection_type="s3", 
    format="json", 
    connection_options={ 
        "paths": ["s3://
bucket/prefix/file.json"], 
        "recurse": True, 
        "groupFiles": 
 'inPartition',  
        "groupSize": 1048576 
    }, 
    
 transformation_ctx="S3bucket_node1",
)

[Note:] (メモ:) Amazon 
S3groupFiles パーティショ

データエンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ングループ内のファイルをグ
ループ化するために使用しま
す。groupSizeメモリに読み
込むグループのターゲットサ
イズを設定するのに使用しま
す。groupSizeバイト単位で指
定します (1048576 = 1 MB)。

コードをワークフローに追加し
ます。

AWS Glue のジョブワークフロー
にグループコードを追加しま
す。

データエンジニア

カスタムロジックを使用して ETL の取り込みを最適化する

タスク 説明 必要なスキル

言語と処理プラットフォームを
選択します。

ユースケースに合わせたスクリ
プト言語と処理プラットフォー
ムを選択してください。

クラウドアーキテクト

コードを書き込む。 ファイルをまとめてバッチ処理
するカスタムロジックを記述し
ます。

クラウドアーキテクト

コードをワークフローに追加し
ます。

AWS Glue のジョブワークフロー
にコードを追加します。これに
より、ジョブを実行するたびに
カスタムロジックを適用できま
す。

データエンジニア

関連リソース
• 大きなグループの入力ファイルの読み取り
• AWS Glue モニタリング
• Amazon CloudWatch メトリックスを使用した AWS Glue のモニタリング
• ジョブのモニタリングとデバッグ
• AWS Glue でのサーバーレス ETL の使用を開始する

追加情報
ファイルサイズの決定

ファイルサイズが大きすぎるか小さすぎるかを簡単に判断する方法はありません。ファイルサイズが処理
パフォーマンスに与える影響は、クラスターの構成によって異なります。コア Hadoop では、ブロックサ
イズを最大限に活用するために 128 MB または 256 MB のファイルを使用することをお勧めします。

AWS Glue のほとんどのテキストファイルワークロードでは、5 ～ 10 DPU クラスターのファイルサイ
ズを 100 MB から 1 GB の範囲にすることを推奨しました。入力ファイルの最適なサイズを判断するに
は、AWS Glue ジョブの前処理セクションを監視し、ジョブの CPU 使用率とメモリ使用率を確認します。

その他の考慮事項
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AWS Step Functions で ETL パイ
プラインをオーケストレーション

ETLの初期段階でのパフォーマンスがボトルネックである場合は、処理前にデータファイルをグループ化
またはマージすることを検討してください。ファイル生成プロセスを完全に制御できる場合は、未加工
データを AWS に送信する前に、ソースシステム自体でデータポイントを集約する方が効率的です。

AWS Step Functions を使用して検証、変換、パー
ティショニングを使用して ETL パイプラインを
オーケストレーションします

作成者:サンディップ・ガンガパディヤ (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 分析、ビッグデー
タ、 DevOpsデータレイク、サー
バーレス

AWS サービス: Amazon Athena; 
AWS Glue; AWS Lambda; AWS 
Step Functions

概要
このパターンは、サーバーレスの抽出、変換、ロード (ETL) パイプラインを構築して、大規模な CSV 
データセットの検証、変換、圧縮、および分割を行い、パフォーマンスとコストを最適化する方法を示
しています。パイプラインは AWS Step Functions によって編成され、エラー処理、自動再試行、および
ユーザー通知機能が含まれています。

CSV ファイルが Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの出典フォルダにアップロード
されると、ETL パイプラインの実行が開始されます。パイプラインは、ソース CSV ファイルの内容とス
キーマを検証し、CSV ファイルを圧縮された Apache Parquet 形式に変換し、データセットを年、月、日
ごとに分割して、分析ツールが処理できるように別のフォルダーに保存します。

このパターンを自動化するコードは GitHub、AWS Step Functions リポジトリの ETL パイプラインにあり
ます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS CloudFormation スタックをデプロイして AWS リソースを作成できるように、AWS アカウント

を使用して AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールおよび設定されます。AWS CLI 
バージョン 2 が推奨されます。インストールの手順については、AWS CLI ドキュメントの、「AWS CLI 
バージョン 2 のインストール、更新、アンインストール」を参照してください。AWS CLI の設定手順に
ついては、AWS CLI ドキュメントの「設定と認証情報ファイルの設定」を参照してください。

• Amazon S3 バケット。
• 正しいスキーマの CSV データセット。(このパターンに含まれるコードリポジトリには、使用できる正

しいスキーマとデータ型を含むサンプル CSV ファイルが用意されています)。
• AWS マネジメントコンソールでの使用がサポートされているウェブブラウザ。(サポートされているブ

ラウザのリストを参照してください)。
• AWS Glue コンソールアクセス。
• AWS Step Functions コンソールへのアクセス。

機能制限
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アーキテクチャ

• AWS Step Functions では、履歴ログの保存の上限は 90 日です。詳細については、AWS Step Functions 
ドキュメントの「標準ワークフローのクォータとクォータ」を参照してください。

製品バージョン

• AWS Lambda 用パイソン 3
• AWS Glue バージョン 2.0

アーキテクチャ

図に示されているワークフローは、次の大まかなステップで構成されています。

1. ユーザーは Amazon S3 のソースフォルダに CSV ファイルをアップロードします。
2. Amazon S3 通知イベントは、ステップファンクションステートマシンを起動する AWS Lambda 関数を

開始します。
3. Lambda 関数は、未処理の CSV ファイルのスキーマとデータ型を検証します。
4. 検証結果に応じて:

a. ソースファイルの検証が成功すると、ファイルはステージフォルダーに移動してさらに処理されま
す。

b. 検証に失敗すると、ファイルはエラーフォルダに移動し、Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) を介してエラー通知が送信されます。

5. AWS Glue クローラーは、Amazon S3 のステージフォルダから未処理ファイルのスキーマを作成しま
す。

6. AWS Glue ジョブは、未加工ファイルを Parquet 形式に変換、圧縮、分割します。
7. また、AWS Glue ジョブはファイルを Amazon S3 のトランスフォームフォルダに移動します。
8. AWS Glue クローラーは、変換されたファイルからスキーマを作成します。生成されたスキーマは、ど

の分析ジョブでも使用できます。Amazon Athena を使用して、アドホッククエリを実行することもでき
ます。

9. パイプラインがエラーなしで完了すると、スキーマファイルはアーカイブフォルダーに移動されます。
エラーが発生した場合、ファイルは代わりにエラーフォルダーに移動されます。

10.Amazon SNS は、パイプラインの完了ステータスに基づいて成功または失敗を示す通知を送信します。

このパターンで使用されるすべての AWS リソースはサーバーレスです。管理するサーバーはありませ
ん。

Tools
AWS サービス

• AWS Glue — AWS Glue は、分析のためにデータを簡単に準備してロードできるようにするフルマネー
ジドのETLサービスです。

• AWS Step Functions — AWS Step Functions は、AWS Lambda 関数と他の AWS サービスを組み合わせ
てビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービス
です。AWS Step Functions のグラフィカルコンソールでは、アプリケーションのワークフローを一連の
イベント駆動型ステップとして確認できます。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、業界をリードするスケーラビリティ、
データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスで
す。
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エピック

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、マイクロサービス、分散システ
ム、サーバーレスアプリケーションを分離できる、可用性、耐久性、安全性に優れたフルマネージド型
のパブ/サブメッセージングサービスです。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行でき
るようにするコンピューティングサービスです。AWS Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あ
たり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケーリングします。

Code

このパターンのコードは GitHub、AWS Step Functions リポジトリの ETL パイプラインにあります。コー
ドリポジトリには、次のファイルとフォルダが含まれています。

• template.yml— AWS ステップ関数を使用して ETL パイプラインを作成するための AWS 
CloudFormation テンプレート。

• parameter.json— すべてのパラメータとパラメータ値が含まれます。エピックセクションで説明さ
れているように、このファイルを更新してパラメータ値を変更します。

• myLayer/pythonフォルダー — このプロジェクトに必要な AWS Lambda Layer を作成するために必要
な Python パッケージが含まれています。

• lambdaフォルダー — 次の Lambda 関数が含まれています。
• move_file.py— ソースデータセットをアーカイブ、変換、またはエラーフォルダに移動します。
• check_crawler.py— 障害メッセージを送信する前に、RETRYLIMIT 環境変数で設定された回数だ

け AWS Glue クローラーのステータスを確認します。
• start_crawler.py— AWS Glue クローラを起動します。
• start_step_function.py— AWS Step Functions 起動します。
• start_codebuild.py— AWS CodeBuild プロジェクトを開始します。
• validation.py— 入力された未処理データセットを検証します。
• s3object.py— S3 バケット内に必要なディレクトリ構造を作成します。
• notification.py— パイプラインの最後に成功またはエラー通知を送信します。

サンプルコードを使用するには、エピックセクションの指示に従ってください。

エピック
出典ファイルの準備

タスク 説明 必要なスキル

サンプルコードリポジトリのク
ローンを作成します。

1. AWS Step Functions リポジト
リで ETL パイプラインを開き
ます。

2. ファイルリストの上にあるメ
インリポジトリページで [コー
ド] を選択し、[HTTPS でク
ローン作成] の下に表示されて
いる URL をコピーします。

3. 作業ディレクトリを、サンプ
ルファイルを保存する場所に
変更します。

4. ターミナルまたはコマンドプ
ロンプトで、コマンドを入力
することもできます。

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

git clone <repoURL>

ここで、はステップ 2 でコ
ピーした URL<repoURL> を
指します。

パラメータ値を更新します。 リポジトリのローカルコピー
で、parameter.jsonファイル
を編集し、以下のようにデフォ
ルトパラメータ値を更新しま
す。

• pS3BucketName─ データセッ
トを保存するための S3 バケッ
トの名前。このバケットはテ
ンプレートによって自動的に
作成されます。バケット名は
グローバルに一意である必要
があります。

• pSourceFolder─ ソース 
CSV ファイルのアップロード
に使用される S3 バケット内の
フォルダーの名前。

• pStageFolder─ プロセス中
にステージング領域として使
用される S3 バケット内のフォ
ルダーの名前。

• pTransformFolder─ 変換お
よび分割されたデータセット
の保存に使用される S3 バケッ
ト内のフォルダーの名前。

• pErrorFolder─ ソース CSV 
ファイルが検証できない場合
に移動される S3 バケット内の
フォルダー。

• pArchiveFolder ─ ソース 
CSV ファイルのアーカイブに
使用される S3 バケット内の
フォルダーの名前。

• pEmailforNotification─ 
成功/エラー通知を受信するた
めの有効な電子メールアドレ
ス。

• pDatasetSchema─ ソース
ファイルが検証されるデータ
セットスキーマ。Cerberus 
Python パッケージは、ソー
スデータセットの検証に使
用されます。詳細について
は、Cerberus のウェブサイト
を参照してください。

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

出典コードを S3 バケットにアッ
プロードします。

ETL CloudFormation パイプ
ラインを自動化するテンプ
レートをデプロイする前に、 
CloudFormation テンプレートの
ソースファイルをパッケージ化
して S3 バケットにアップロー
ドする必要があります。そのた
めには、事前に設定されたプロ
ファイルで、以下の AWS CLI コ
マンドを実行します。

aws cloudformation 
 package --template-
file template.yml --s3-
bucket <bucket_name> 
 --output-template-file 
 packaged.template --profile 
 <profile_name>

各パラメータの意味は次のとお
りです。

• <bucket_name>は、スタッ
クをデプロイする AWS リー
ジョンの既存の S3 バケットの
名前です。このバケットは、 
CloudFormation テンプレー
トのソースコードパッケージ
を保存するために使用されま
す。

• <profile_name>は、AWS 
CLI の設定時に事前に設定した
有効な AWS CLI プロファイル
です。

デベロッパー

スタックを作成する

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

CloudFormation テンプレートを
デプロイするには、以下の AWS 
CLI コマンドを実行します。

aws cloudformation 
 deploy --stack-name 
 <stack_name> --template-
file packaged.template 
 --parameter-overrides 
 file://parameter.json --
capabilities CAPABILITY_IAM 
 --profile <profile_name>

各パラメータの意味は次のとお
りです。

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
• <stack_name>

CloudFormation スタックの一
意の識別子です。

• <profile-name>は事前設定
された AWS CLI プロファイル
です。

進捗確認。 AWS CloudFormation コンソール
で、スタック開発の進行状況を
確認します。ステータスがの場
合CREATE_COMPLETE、スタッ
クは正常にデプロイされていま
す。

デベロッパー

AWS Glue データベース名をメモ
しておきます。

スタックの [出力] タブに
は、AWS Glue データベースの
名前が表示されます。キー名
は、GlueDBOutput です。

デベロッパー

パイプラインのテスト

タスク 説明 必要なスキル

ETL パイプラインを起動しま
す。

1. S3 バケット内の
ソースフォルダー 
(sourceparameter.jsonま
たはファイルに設定したフォ
ルダー名) に移動します。

2. サンプル CSV ファイルをこ
のフォルダーにアップロード
します。(コードリポジトリに
は、Sample_Bank_Transaction_Raw_Dataset.csv使
用できるというサンプルファ
イルが用意されています)。
ファイルをアップロードする
と、Step Functions を通じて 
ETL パイプラインが開始され
ます。

3. Step Functions コンソール
で、ETL パイプラインのス
テータスを確認します。

デベロッパー

分割されたデータセットを確認
します。

ETL パイプラインが完了
したら、分割されたデー
タセットが Amazon S3 ト
ランスフォームフォルダ 
(transformparameter.jsonま
たはファイルに設定したフォル
ダ名) で使用可能であることを確
認します。

デベロッパー

分割された AWS Glue データ
ベースを確認します。

1. AWS Glue コンソールで、ス
タックによって作成された 
AWS Glue データベース (これ

デベロッパー
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
は前のエピックで書き留めた
データベースです) を選択しま
す。

2. 分割テーブルが AWS Glue 
データカタログにあることを
確認します。

クエリを実行する。 (オプション) Amazon Athena を
使用して、分割され変換された
データベースに対してアドホッ
ククエリを実行します。手順に
ついては、AWS ドキュメント
の「Amazon Athena を使用した 
SQL クエリの実行」を参照して
ください。

データベースアナリスト

関連リソース
AWS サービスドキュメント

• AWS Step Functions
• AWS Glue
• AWS Lambda
• Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SNS

追加情報
次の図は、Step Functions Inspector パネルからの ETL パイプラインを正常に実行するための AWS Step 
Functions ワークフローを示しています。

次の図は、入力検証エラーが原因で失敗した ETL パイプラインの AWS Step Functions ワークフロー
を、Step Functions Inspector パネルで示しています。

Amazon Redshift 機械学習を使用して高度な分析を
実行する

ポー・ホン (AWS) によって作成されました

環境: PoC、パイロット テクノロジー: 分析; 機械学習と 
AI

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon 
Redshift; アマゾン SageMaker
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概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、Amazon Redshift の機械学習 (Amazon Redshift ML) を使用
して、Amazon Redshift クラスターまたはアマゾンSimple Storage Service (Amazon S3) に保存されてい
るデータに対して ML 分析を実行できます。Amazon Redshift ML は、一般的に高度な分析に使用される教
師あり学習をサポートしています。Amazon Redshift ML のユースケースには、収益予測、クレジットカー
ド詐欺検知、顧客生涯価値 (CLV) または顧客離れ予測などがあります。

Amazon Redshift ML を使用すると、データベースユーザーは、標準の SQL コマンドを使用して機械学
習モデルを簡単に作成、トレーニング、デプロイできます。Amazon Redshift ML は Amazon SageMaker 
Autopilot を使用して、ユーザーが制御と可視性を維持したまま、データに基づいて分類や回帰に最適な機
械学習モデルを自動的にトレーニングおよび調整します。

Amazon Redshift、Amazon S3、Amazon SageMaker 間のすべてのやり取りは抽象化され、自動化されて
います。ML モデルをトレーニングしてデプロイすると、Amazon Redshift でユーザー定義関数 (UDF) と
して使用できるようになり、SQL クエリで使用できます。 

このパターンは、AWS ブログの「Amazon Redshift ML を使用して SQL を使用して Amazon Redshift で
の ML モデルの作成、トレーニング、デプロイ」と、入門リソースセンターの「Amazon を使用して ML 
モデルを構築、トレーニング、デプロイする」 SageMaker チュートリアルを補完するものです。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon Redshift テーブル内の既存のデータ

スキル

• 機械学習、トレーニング、予測など、Amazon Redshift ML で使用される用語や概念に精通しているこ
と。詳細については、Amazon 機械学習 (Amazon ML) ドキュメントの「ML モデルのトレーニング」を
参照してください。

• Amazon Redshift のユーザーセットアップ、アクセス管理、標準 SQL 構文に関する経験。詳細について
は、Amazon Redshift のドキュメントの「Amazon Redshift の開始方法」を参照してください。

• Amazon S3 および AWS Identity and Access Management (IAM) に関する知識と経験。 
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) でコマンドを実行した経験も有益ですが、必須ではありませ

ん。

機能制限

• Amazon Redshift クラスターおよび S3 バケットが同じ AWS リージョンに存在する必要があります。
• このパターンのアプローチは、回帰、バイナリ分類、マルチクラス分類などの教師あり学習モデルのみ

をサポートします。 

アーキテクチャ

以下の手順では、Amazon Redshift ML SageMaker がどのように連携して ML モデルを構築、トレーニン
グ、デプロイするかを説明しています。 

1. Amazon Redshift はトレーニングデータを S3 バケットにエクスポートします。
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2. SageMaker Autopilot は、トレーニングデータを自動的に前処理します。
3. CREATE MODELステートメントが呼び出されると、Amazon Redshift ML SageMaker はトレーニングに

使用します。
4. SageMaker Autopilotは、評価指標を最適化する機械学習アルゴリズムと最適なハイパーパラメータを検

索して推奨します。
5. Amazon Redshift ML は、Amazon Redshift クラスターに SQL 関数として機械学習モデルを登録しま

す。
6. ML モデルの関数は SQL ステートメントで使用できます。 

テクノロジースタック

• Amazon Redshift
• SageMaker
• Amazon S3

Tools
• Amazon Redshift — Amazon Redshift は、エンタープライズレベル、ペタバイト規模、フルマネージド

のデータウェアハウスサービスです。
• Amazon Redshift ML — Amazon Redshift 機械学習 (Amazon Redshift ML) は、どの技術レベルのアナリ

ストやデータサイエンティストでも機械学習のテクノロジーを簡単に使用できる堅牢なクラウドベース
のサービスです。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージで
す。 

• Amazon SageMaker — SageMaker フルマネージド型の機械学習サービスです。 
• Amazon SageMaker Autopilot — SageMaker Autopilot は、自動機械学習 (AutoML) プロセスの主要タス

クを自動化する機能セットです。

Code

Amazon Redshift では、次のコードを使用して監視対象 ML モデルを作成できます。

“CREATE MODEL customer_churn_auto_model
FROM (SELECT state, 
             account_length, 
             area_code, 
             total_charge/account_length AS average_daily_spend,  
             cust_serv_calls/account_length AS average_daily_cases, 
             churn  
      FROM customer_activity 
      WHERE  record_date < '2020-01-01'  
     )
TARGET churn
FUNCTION ml_fn_customer_churn_auto
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/Redshift-ML'
SETTINGS ( 
  S3_BUCKET 'your-bucket'
);”)

[Note:] (メモ:) SELECTステートは Amazon Redshift レギュラーテーブル、Amazon Redshift Spectrum 外
部テーブル、またはその両方を参照できます。
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エピック
トレーニングとテストのデータセットの準備

タスク 説明 必要なスキル

トレーニングとテストのデータ
セットを準備します。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
SageMaker Console を開き
ます。「機械学習モデルの構
築、トレーニング、デプロイ」
チュートリアルの指示に従っ
て、ラベル列 (監視付きトレー
ニング) があり、ヘッダーのな
い.csv または Apache Parquet 
ファイルを作成します。 

[Note:] (メモ:) 未処理のデータ
セットをシャッフルして、モデ
ルのトレーニング用のトレーニ
ングセット (70%) とモデルの
パフォーマンス評価用のテスト
セット (30%) に分割することを
お勧めします。

データサイエンティスト

テクノロジースタックの準備と設定

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift クラスターを作
成および設定します。

Amazon Redshift コンソール
で、要件に従ってクラスター
を作成します。詳細について
は、Amazon Redshift ドキュメン
トの「クラスターの作成」を参
照してください。 

重要: Amazon Redshift クラス
ターは、SQL_PREVIEWメンテ
ナンストラックを使用して作
成する必要があります。トラッ
クプレビューの詳細について
は、Amazon Redshift のドキュメ
ントの「クラスターメンテナン
ストラックの選択」を参照して
ください。

DBA、クラウドアーキテクト

S3 バケットを作成して、トレー
ニングデータとモデルアーティ
ファクトを保存します。

Amazon S3 コンソールで、ト
レーニングおよびテストデータ
用の S3 コンソールを作成しま
す。S3 バケットを作成する方法
の詳細については、「AWS ク
イックスタートから S3 バケット
を作成する」を参照してくださ
い。 

DBA、クラウドアーキテクト

105

http://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/build-train-deploy-machine-learning-model-sagemaker/
http://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/build-train-deploy-machine-learning-model-sagemaker/
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/tutorial-loading-data-launch-cluster.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html#rs-mgmt-maintenance-tracks
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html#rs-mgmt-maintenance-tracks
https://docs.aws.amazon.com/quickstarts/latest/s3backup/step-1-create-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/quickstarts/latest/s3backup/step-1-create-bucket.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
重要: Amazon Redshift クラス
ターおよび S3 バケットが同じ
リージョンにあることを確認し
てください。 

IAM ポリシーを作成して 
Amazon Redshift クラスターにア
タッチします。

Amazon Redshift クラスターが 
Amazon S3 SageMaker にアク
セスできるようにする IAM ポリ
シーを作成します。手順と手順
については、Amazon Redshift ド
キュメントの「Amazon Redshift 
ML を使用するためのクラスター
セットアップ」を参照してくだ
さい。

DBA、クラウドアーキテクト

Amazon Redshift のユーザーとグ
ループがスキーマとテーブルに
アクセスできるようにします。

Amazon Redshift のユーザーと
グループが内部および外部のス
キーマとテーブルにアクセスで
きるようにするアクセス権限を
付与します。手順と手順につい
ては、Amazon Redshift ドキュメ
ントの「アクセス権限と所有権
の管理」を参照してください。

DBA

Amazon Redshift で ML モデルを作成してトレーニングする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift で ML モデルを
作成してトレーニングします。

Amazon Redshift 機械学習を
使用して機械学習モデルを
作成およびトレーニングしま
す。詳細については、Amazon 
RedshiftCREATE MODEL のド
キュメントのステートメント参
照してください。

開発者、データサイエンティス
ト

Amazon Redshift でバッチ推論と予測を実行する

タスク 説明 必要なスキル

生成された ML モデル関数を使用
して推論を実行します。

生成された ML モデル関数を使用
して推論を実行する方法の詳細
については、Amazon Redshift ド
キュメントの「予測」を参照し
てください。

データサイエンティスト、ビジ
ネスインテリジェンスユーザー

関連リソース
トレーニングとテストのデータセットの準備

• Amazon による機械学習モデルの構築、トレーニング、デプロイ SageMaker
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Athena を使用して DynamoDB 
テーブルにクエリを実行する

テクノロジースタックの準備と設定

• Amazon Redshift クラスターの作成
• Amazon Redshift クラスターメンテナンストラックの選択
• S3 バケットの作成
• Amazon Redshift 機械学習を使用するためのAmazon Redshift クラスターの設定
• Amazon Redshift でのアクセス権限と所有権の管理

Amazon Redshift で ML モデルを作成してトレーニングする

• Amazon Redshift でモデルステートメントを作成 

Amazon Redshift でバッチ推論と予測を実行する

• Amazon Redshift の予測 

その他のリソース

• Amazon Redshift 機械学習の開始方法
• SQL と Amazon Redshift ML を使用して Amazon Redshift での ML モデルの作成、トレーニング、およ

びデプロイ
• Amazon Redshift パートナー
• AWS 機械学習コンピテンシーパートナー

Athena による Amazon DynamoDB テーブルへのア
クセス、クエリ、結合

作成者:モイヌル・アル・マムン

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 分析、データベー
ス、サーバーレス、ビッグデー
タ

AWS サービス: Amazon Athena; 
Amazon DynamoDB; AWS 
Lambda; Amazon S3

概要
このパターンは、Amazon Athena DynamoDB コネクタを使用して Amazon Athena と Amazon 
DynamoDB 間の接続を設定する方法を示しています。コネクタは AWS Lambda 関数を使用して 
DynamoDB 内のデータをクエリします。接続を設定するためのコードを作成する必要はありません。接続
が確立されると、Athena フェデレーションクエリを使用して Athena から SQL コマンドを実行すること
で、DynamoDB テーブルにすばやくアクセスして分析できます。また、1 つ以上の DynamoDB テーブル
を相互に結合したり、Amazon Redshift や Amazon Aurora などの他のデータソースに結合したりすること
もできます。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• DynamoDB テーブル、Athena データソース、Lambda、AWS Identity and Access Management 
Management Management Management Management Management Management Management 
Management Management Management Management Management Management Management 
Management Management、IAM ロールを管理するアクセス権限

• Athena がクエリ結果を保存できる Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
• Athena DynamoDB コネクタが短期的にデータを保存できる S3 バケット
• Athena エンジンバージョン 2 をサポートする AWS リージョン
• Athena と必要な S3 バケットにアクセスするための IAM アクセス権限
• Amazon Athena DynamoDB コネクタ、インストール済み

機能制限

DynamoDB テーブルのクエリにはコストがかかります。テーブルサイズが数ギガバイト (GB) を超える
と、コストが高くなる可能性があります。テーブル全体の SCAN 操作を実行する前に、コストを検討す
ることをお勧めします。詳細については、「Amazon DynamoDB 料金」を参照してください。コスト
を削減して高いパフォーマンスを実現するには、クエリでは常に LIMIT を使用することをお勧めします 
(例:SELECT * FROM table1 LIMIT 10)。また、実稼働環境で JOIN または GROUP BY クエリを実行
する前に、テーブルのサイズを考慮してください。テーブルが大きすぎる場合は、テーブルを Amazon S3 
に移行するなどの代替オプションを検討してください。

アーキテクチャ
次の図は、ユーザーが Athena から DynamoDB テーブルに SQL クエリを実行する方法を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーが Athena から DynamoDB テーブルに SQL クエリを実行します。
2. Athena は Lambda 関数を開始します。
3. Lambda 関数は、DynamoDB テーブル内の要求されたデータをクエリを行います。
4. DynamoDB は要求されたデータを Lambda 関数に返し、Lambda 関数はクエリ結果を Athena 経由で

ユーザーに転送します。
5. Lambda 関数は S3 バケットにデータを保存します。

テクノロジースタック

• Amazon Athena
• Amazon DynamoDB
• Amazon S3
• AWS Lambda

Tools
• Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータをスタンダード SQL 

を使用して直接、分析できるようになります。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

• Amazon Athena DynamoDB コネクタは、Athena が DynamoDB に接続し、SQL クエリを使用してテー
ブルにアクセスできるようにする AWS ツールです。

• Amazon DynamoDB は、高速で予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを特長とするフルマネージド 
NoSQL データベースサービスです。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は
実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

エピック
サンプル DynamoDB テーブルを作成する

タスク 説明 必要なスキル

最初のサンプルテーブルを作成
します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、DynamoDB 
コンソールを開きます。

2. [Create table] (テーブルの作
成) を選択します。

3. [テーブル名] に dydbtable1 と
入力します。

4. [パーティションキー] に PK1
と入力します。

5. [ソートキー] に SK1 と入力し
ます。

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

7. テーブルクラスセクション
で、DynamoDB スタンダード
を選択します。

8. [読み取り/書き込みキャパシ
ティ設定] セクションの] [キャ
パシティモード] で、[オンデ
マンド] を選択します。

9. 「保存時の暗号化」セクショ
ンで、「Amazon DynamoDB 
が所有している」を選択しま
す。

10.[Create table] (テーブルの作
成) を選択します。

デベロッパー

最初のテーブルにサンプルデー
タを挿入します。

1. DynamoDB コンソールを開き
ます。

2. ナビゲーションペインで [テー
ブル] を選択し、[名前] 列で
テーブルを選択します。

3. [アクション] を選択し、[アイ
テムの作成] を選択します。

4. [JSON] を選択します。

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
5. 属性エディタで、次のサンプ

ルデータを入力します。

{ 
  "PK1": "1234", 
  "SK1": "info", 
  "Salary": "5000" 
 } 
 { 
  "PK1": "1235", 
  "SK1": "info", 
  "Salary": "5200" 
 }

2 番目のサンプルテーブルを作成
します。

1. DynamoDB コンソールを開き
ます。

2. [Create table] を選択します。
3. [テーブル名] に dydbtable2 と

入力します。
4. [パーティションキー] に PK2

と入力します。
5. [ソートキー] に SK2 と入力し

ます。
6. [Table settings] (テーブルの設

定) セクションで、[Customize 
settings] (設定のカスタマイズ) 
を選択します。

7. テーブルクラスセクション
で、DynamoDB スタンダード
を選択します。

8. [読み取り/書き込みキャパシ
ティ設定] セクションの [キャ
パシティモード] で、[オンデ
マンド] を選択します。

9. 「保存時の暗号化」セクショ
ンで、「Amazon DynamoDB 
が所有している」を選択しま
す。

10.[Create table] (テーブルの作
成) を選択します。

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

2 番目のテーブルにサンプルデー
タを挿入します。

1. DynamoDB コンソールを開き
ます。

2. ナビゲーションペインで [テー
ブル] を選択し、[名前] 列で
テーブルを選択します。

3. [アクション] を選択し、[アイ
テムの作成] を選択します。

4. [JSON] を選択します。
5. 属性エディタで、次のサンプ

ルデータを入力します。

{ 
  "PK2": "1234", 
 "SK2": "bonus", 
 "Bonus": "500"
}
{ 
  "PK2": "1235", 
 "SK2": "bonus", 
 "Bonus": "1000"
}

デベロッパー

DynamoDB 用に Athena でデータソースを作成する

タスク 説明 必要なスキル

データソースコネクタを設定し
ます。

DynamoDB のデータソースを
作成し、そのデータソースに接
続する Lambda 関数を作成しま
す。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、Athena コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [デー
タソース] を選択してから、]
[データソースの作成] を選択
します。

3. Amazon DynamoDB データ
ソースを選択し、[次へ] を選
択します。

4. [データソースの詳細] セク
ションの [データソース名] に
TestDynamoDB と入力しま
す。

5. 接続の詳細セクションで、
すでにデプロイされてい
る Lambda 関数を選択する
か、このパターンに使用す
る Lambda 関数がない場合は 
[Lambda 関数の作成] を選択し

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
ます。[Note:] (メモ:) Lambda 
関数の作成の詳細について
は、Lambda 開発者ガイドの
「Lambda の開始方法」を参
照してください。

6. (オプション) Create Lambda 
function を選択した場合
は、そのスタックをデプ
ロイする前に Java アプ
リケーションに含まれる 
AWS CloudFormation テン
プレートを設定する必要が
あります。テンプレート
には ApplicationName、、 
SpillBucket 
AthenaCatalogName、および
その他のアプリケーション設
定が含まれます。[Note:] (メ
モ:) この Java ベースのアプ
リケーションをデプロイす
ると、スタックは Athena が 
DynamoDB と通信できるよ
うにする Lambda 関数を作成
します。これにより、SQL コ
マンドを使用してテーブルに
アクセスできるようになりま
す。

7. Lambda 関数をデプロイしま
す。

8. [Next] (次へ) を選択します。
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タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数が S3 スピルバケッ
トにアクセスできることを確認
します。

1. Lambdaのコンソールを開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、
[Functions] (ファンクション) 
を選択し、前の段階で作成し
た関数を選択します。

3. [設定] タブを選択します。
4. 左側のペインで [環境変

数] を選択し、キーの値
がであることを確認しま
すspill_bucket。

5. 左側のペインで [権限] を選択
し、次に [実行ロール] セク
ションでアタッチされた IAM 
ロールを選択します。[Note:]
(メモ:) IAM コンソールの 
Lambda 関数にアタッチされ
ている IAM ロールに移動しま
す。

6. spill_bucketバケットへの
書き込み権限があることを確
認します。

エラーが発生した場合は、こ
のパターンの「追加情報」セク
ションを参照してください。

デベロッパー

Athena から DynamoDB テーブルにアクセスする

タスク 説明 必要なスキル

DynamoDB テーブルにクエリを
実行します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、Athena コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [デー
タソース] を選択してから、]
[データソースの作成] を選択
します。

3. ナビゲーションペイン内で 
[Query editor (クエリエディ
タ)] を選択します。

4. [エディタ] タブの [データ] セ
クションの [データソース] 
で、[データソース] のデータ
ソースを選択します。

5. [Database] (データベース) 
で、データベースを選択しま
す。

デベロッパー
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
6. クエリ 1 には、次のクエリ

を入力します。SELECT * 
FROM dydbtable1 t1;

7. [実行] を選択し、表の出力を
確認します。

8. クエリ 2 には、次のクエリ
を入力します。SELECT * 
FROM dydbtable2 t2;

9. [実行] を選択し、表の出力を
確認します。

2 つの DynamoDB テーブルを結
合します。

DynamoDB は NoSQL データス
トアであり、SQL 結合操作を
サポートしていません。そのた
め、2 つの DynamoDB テーブル
に対して結合操作を実行する必
要があります。

1. [+] アイコンを選択して、別の
クエリを作成します。

2. クエリ 3 には、次のクエリを
入力します。

SELECT pk1, salary, bonus 
 FROM dydbtable1 t1 
 JOIN dydbtable2 t2 ON 
 t1.pk1 = t2.pk2;

デベロッパー

関連リソース
• Amazon Athena DynamoDB コネクター (AWS ラボ)
• Amazon Athena の新しいフェデレーションクエリ (AWS ビッグデータブログ) を使用して、あらゆる

データソースをクエリできます。
• Athena エンジンのバージョンリファレンス (Athena ユーザーガイド)
• AWS Glue と Amazon Athena を使用して Amazon DynamoDB のデータ抽出と分析を簡素化 (AWS デー

タベースブログ)

追加情報
Athenaspill_bucket{bucket_name}/folder_name/ で次の形式でクエリを実行すると、次のエラー
メッセージが表示されます。

"GENERIC_USER_ERROR: Encountered an exception[java.lang.RuntimeException] from your 
 LambdaFunction[arn:aws:lambda:us-east-1:xxxxxx:function:testdynamodb] executed in 
 context[retrieving meta-data] with message[You do NOT own the spill bucket with the name: 
 s3://test-bucket-dynamodbconnector/athena_dynamodb_spill_data/] 
 This query ran against the "default" database, unless qualified by the query. Please 
 post the error message on our forum  or contact customer support  with Query Id: 
 0acc5858-69a4-41d6-b8ab-84d163a7cb00"
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Amazon Redshift のクエリ結果

用に言語固有のソートを設定する

このエラーを解決するには、Lambdaspill_bucket 関数の環境変数をに更新
し{bucket_name_only}、バケット書き込みアクセス用の次の Lambda IAM ポリシーを更新します。

{ 
             "Action": [ 
                 "s3:GetObject", 
                 "s3:ListBucket", 
                 "s3:GetBucketLocation", 
                 "s3:GetObjectVersion", 
                 "s3:PutObject", 
                 "s3:PutObjectAcl", 
                 "s3:GetLifecycleConfiguration", 
                 "s3:PutLifecycleConfiguration", 
                 "s3:DeleteObject" 
            ], 
             "Resource": [ 
                 "arn:aws:s3:::spill_bucket", 
                 "arn:aws:s3::: spill_bucket/*" 
            ], 
             "Effect": "Allow" 
        }

または、以前に作成した Athena データソースコネクタを削除し、{bucket_name} for のみを使用して再
作成することもできますspill_bucket。

スカラーの Python UDF を使用して Amazon 
Redshift のクエリ結果に対して言語固有のソートを
セットアップする

イーサン・スターク (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:分析 AWS サービス:Amazon Redshift

概要
このパターンでは、スカラーの Python UDF (ユーザー定義関数) を使用して Amazon Redshift クエリ
結果の大文字と小文字を区別しない言語ソートを設定する手順とサンプルコードを示します。Amazon 
Redshift はバイナリ UTF-8 順序に基づいて結果を返し、言語固有のソートをサポートしていないため、ス
カラーの Python UDF を使用する必要があります。Python UDF は、Python 2.7 プログラムに基づいてお
り、データウェアハウスで実行される SQL 以外の処理コードです。Python UDF コードを SQL ステート
メントで 1 つのクエリで実行できます。詳細については、Amazon Redshift AWS ビッグデータブログ投稿
の「Python UDF 入門」を参照してください。

このパターンのサンプルデータは、デモンストレーションを目的としてトルコ語のアルファベットに基づ
いています。このパターンのスカラー Python UDF は、Amazon Redshift のデフォルトのクエリ結果をト
ルコ語の文字の言語順序に準拠させるために構築されています。詳細については、このパターンの「追加
情報」セクションにあるトルコ語の例を参照してください。他の言語では、このパターンでスカラーの 
Python UDF を変更できます。

前提条件と制限
前提条件
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アーキテクチャ

• データベース、スキーマ、テーブルを含む Amazon Redshift クラスター
• テーブル作成権限と関数作成権限を持つ Amazon Redshift ユーザー
• Python 2.7 以降

機能制限

このパターンでクエリで使用される言語ソートでは、大文字と小文字は区別されません。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon Redshift
• Python UDF

Tools
AWS サービス

• Amazon Redshift は、AWS クラウド内でのマネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウス
サービスです。Amazon Redshift はお客様のビジネスと顧客のために新しい洞察を得る目的でデータを
使用できるようになります。

その他のツール

• Python (UDF) ユーザー定義関数は、Python で記述して SQL ステートメントで呼び出すことができる関
数です。

叙事詩
クエリ結果を言語順にソートするコードを開発

タスク 説明 必要なスキル

サンプルデータ用のテーブルを
作成します。

Amazon Redshift でテーブルを作
成し、サンプルデータをテーブ
ルに挿入するには、次の SQL ス
テートメントを使用します。

CREATE TABLE my_table 
 (first_name varchar(30));

INSERT INTO my_table 
 (first_name)
VALUES 
    ('ali'), 
    ('Ali'), 
    ('ırmak'), 
    ('IRMAK'), 
    ('irem'), 
    ('İREM'), 
    ('oğuz'), 
    ('OĞUZ'), 

データエンジニア

116

https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_Users.html
https://www.python.org/download/releases/2.7/
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/gsg/getting-started.html
https://docs.snowflake.com/en/developer-guide/udf/python/udf-python-introduction.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
    ('ömer'), 
    ('ÖMER'), 
    ('sedat'), 
    ('SEDAT'), 
    ('şule'),

注:サンプルデータの最初の名前
には、トルコ語のアルファベッ
トの特殊文字が含まれていま
す。この例でのトルコ語の考慮
事項の詳細については、このパ
ターンの「追加情報」セクショ
ンの「トルコ語の例」を参照し
てください。

サンプルデータのデフォルトの
ソートを確認してください。

Amazon Redshift のサンプルデー
タのデフォルトのソートを確認
するには、次のクエリを実行し
ます。

SELECT first_name FROM 
 my_table ORDER BY 
 first_name;

クエリは、以前に作成したテー
ブルからファーストネームのリ
ストを返します。

first_name
---------------
Ali
IRMAK
OĞUZ
SEDAT
ali
irem
oğuz
sedat
ÖMER
ömer
İREM
ırmak
ŞULE
şule

デフォルトのバイナリ UTF-8 順
序は、トルコ語の特殊文字の言
語順序に対応していないため、
クエリ結果の順序が正しくあり
ません。

データエンジニア

117



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

スカラー Python UDF を作成し
ます。

スカラーの Python UDF を作成
するには、次の SQL コードを使
用してください。 

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 collate_sort (value 
 varchar)  
RETURNS varchar  
IMMUTABLE  
AS  
$$     
    def sort_str(val): 
        import string 
         
        dictionary = { 
            'I': 'ı',  
            'ı': 'h~',  
            'İ': 'i',  
            'Ş': 's~',  
            'ş': 's~',  
            'Ğ': 'g~',  
            'ğ': 'g~',  
            'Ü': 'u~',  
            'ü': 'u~',  
            'Ö': 'o~',  
            'ö': 'o~',  
            'Ç': 'c~',  
            'ç': 'c~' 
        } 
         
        for key, value in 
 dictionary.items(): 
            val = 
 val.replace(key, value) 
         
        return val.lower() 
  
    return sort_str(value) 
     
$$ LANGUAGE plpythonu;

データエンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

サンプルデータを使用した新た
なインサイトを導入できます。

Python UDF を使用してサンプル
データを使用できるようになり
ます。

SELECT first_name FROM 
 my_table ORDER BY 
 collate_order(first_name);

これで、クエリはサンプルデー
タをトルコ語順に返すようにな
りました。

first_name
---------------
ali
Ali
ırmak
IRMAK
irem
İREM
oğuz
OĞUZ
ömer
Ömer
sedat
SEDAT
şule
ŞULE

データエンジニア

関連リソース
• 条項ごとの順序 (Amazon Redshift ドキュメント)
• スカラー Python UDF の作成 (Amazon Redshift ドキュメント)

追加情報
トルコ語の例

Amazon Redshift は、言語固有のソート順序ではなく、バイナリ UTF-8 ソート順序に基づいてクエリ結果
を返します。つまり、トルコ語の文字を含む Amazon Redshift テーブルをクエリしても、クエリ結果はト
ルコ語の言語順序に従ってソートされません。トルコ語には、ラテンアルファベットにはない 6 つの特殊
文字 (ç、ı、、ö、ş、ü) が含まれています。これらの特殊文字は、次の表に示すように、バイナリ UTF-8 
順序に基づいてソートされた結果セットの最後に配置されます。

バイナリ UTF-8 オーダー トルコ語の言語順序

a a

b b

c c

d (*)
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追加情報

e d

f e

g f

h g

i (*)

j h

k はい (*)

I i

m j

n k

o I

p m

r n

s o

t ö (*)

u p

v r

y s

z はい (*)

(*) t

(*) u

はい (*) ü (*)

ö (*) v

はい (*) y

ü (*) z

注:アスタリスク (*) はトルコ語の特殊文字を示します。

上の表が示すように、特殊文字 çはトルコ語ではcとdの間ですが、バイナリのUTF-8順序ではzの後に表示
されます。このパターンのスカラーPython UDFは、次の文字置換辞書を使用して、トルコ語の特殊文字を
対応するラテン語と同等の文字に置き換えます。

トルコ語の特殊文字 ラテン語対応文字

ç c~

ı h~
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追加情報

ğ g~

ö オ~

ş s~

ü u~

注:ラテン文字の末尾には、対応するトルコ語の特殊文字の代わりにチルダ (~) 文字が追加されます。

スカラー Python UDF 関数の修正

スカラー Python UDF 関数をこのパターンから変更して、関数が locate パラメーターを受け入れ、マルチ
トランザクションディクショナリをサポートするようにするには、次の SQL コードを使用します。

CREATE OR REPLACE FUNCTION collate_sort (value varchar, locale varchar)  
RETURNS varchar  
IMMUTABLE  
AS  
$$     
    def sort_str(val): 
       import string 
       # Turkish Dictionary 
       if locale == 'tr-TR': 
            dictionary = { 
               'I': 'ı',  
               'ı': 'h~',  
               'İ': 'i',  
               'Ş': 's~',  
               'ş': 's~',  
               'Ğ': 'g~',  
               'ğ': 'g~',  
               'Ü': 'u~',  
               'ü': 'u~',  
               'Ö': 'o~',  
               'ö': 'o~',  
               'Ç': 'c~',  
               'ç': 'c~' 
        } 
        # German Dictionary 
        if locale == 'de-DE': 
            dictionary = { 
               .... 
               .... 
        } 
         
        for key, value in dictionary.items(): 
            val = val.replace(key, value) 
         
        return val.lower() 
  
    return sort_str(value) 
     
$$ LANGUAGE plpythonu;

次のコード例では、変更された Python UDF のクエリ方法を説明しています。

SELECT first_name FROM my_table ORDER BY collate_order(first_name, 'tr-TR');
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クロスリージョン S3 バケットからのイベン
ト通知に Lambda 関数をサブスクライブする

異なる AWS リージョンの S3 バケットからのイベ
ント通知に Lambda 関数をサブスクライブする

スレシュ・コナタラ (AWS) とアリンドム・サーカー (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 分析 AWS サービス: AWS Lambda; 
Amazon S3; Amazon SNS; 
Amazon SQS

概要
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) イベント通知は、S3 バケット内の特定のイベント (オブ
ジェクト作成イベント、オブジェクト削除イベント、オブジェクト復元イベントなど) に関する通知を公
開します。AWS Lambda 関数を使用して、アプリケーションの要件に従ってこれらの通知を処理できま
す。ただし、Lambda 関数は、異なる AWS リージョンでホストされている S3 バケットからの通知に直接
サブスクライブすることはできません。

このパターンのアプローチでは、各リージョンの Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックを使用して、クロスリージョン S3 バケットからの Amazon S3 通知を処理するファンアウトシナ
リオをデプロイします。これらのリージョン SNS トピックは、Lambda 関数を含む中央リージョンの 
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに Amazon S3 イベント通知を送信します。Lambda 
関数はこの SQS キューに登録し、組織の要件に従ってイベント通知を処理します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Amazon SQS キューと Lambda 関数をホストする中央リージョンを含む、複数のリージョンにある既存

の S3 バケット。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) のインストールと設定。詳細については、AWS CLI ドキュメ

ントの「AWS CLI のインストール、更新、およびアンインストール」を参照してください。 
• Amazon SNS のファンアウトシナリオに関する知識。詳細については、Amazon SNS ドキュメントの

「一般的な Amazon SNS シナリオ」を参照してください。

アーキテクチャ
次の図表に示す内容は、このパターンのアプローチのアーキテクチャを示しています。 

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Amazon S3 は、S3 バケットに関するイベント通知 (オブジェクトの作成、オブジェクトの削除、オブ
ジェクトの復元など) を同じリージョン内の SNS トピックに送信します。

2. SNS トピックは、中央リージョンの SQS キューにイベントを公開します。
3. SQS キューは Lambda 関数のイベントソースとして設定され、Lambda 関数のイベントメッセージを

バッファーします。 
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Tools

4. Lambda 関数は SQS キューをポーリングしてメッセージを確認し、アプリケーションの要件に従って 
Amazon S3 イベント通知を処理します。

テクノロジースタック

• Lambda
• Amazon SNS
• Amazon SQS
• Amazon S3

Tools
• AWS CLI — AWS CLI Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使っ

て AWS サービスと対話するためのオープンソースのツールです。最小限の設定で、ブラウザベースの 
AWS マネジメントコンソールで提供される機能と同等の機能を実装する AWS CLI コマンドを実行でき
ます。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し
たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わ
りに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起
動および構成できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにわたってスタックを管理および
プロビジョニングできます。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行で
きるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリ
クエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコン
ピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、発行者とクライアント間のメッ
セージ配信や送信を調整および管理します。サブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに
対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて
同じメッセージを受信します。

• Amazon SQS — Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、配信ソフトウェアシステムとコン
ポーネントを統合および分離できる、安全性、耐久性、可用性に優れたホストされたキューを提供しま
す。Amazon SQSは、スタンダードおよび FIFO キューの両方をサポートしています。

エピック
中央リージョンに SQS キューと Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda トリガーを使用して 
SQS キューを作成します。

AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS Lambda 
ドキュメントの「Amazon SQS 
で LAWS Lambda を使用する」
チュートリアルの指示に従っ
て、中央リージョンに次のリ
ソースを作成します。

• Lambda 実行ロール
• Amazon S3 イベントを処理す

るための Lambda 関数

AWS DevOps、クラウドアーキ
テクト
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
• SQS; キュー

[Note:] (メモ:) SQS; キューを 
Lambda 関数のイベントソースと
して設定するようにしてくださ
い。

SNS トピックを作成し、必要な各リージョンの S3 バケットのイベント通知を設
定します。

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックを作成し
て、Amazon S3 イベント通知を
受信できるようにします。

Amazon S3 イベント通知を受信
したいリージョンに SNS トピッ
クを作成します。詳細について
は、Amazon SNS ドキュメント
の「SNS トピックの作成」を参
照してください。 

重要: SNS; トピックの Amazon 
リソースネーム (ARN) を記録す
るようにしてください。 

AWS DevOps、クラウドアーキ
テクト

SNS トピックを中央の SQS 
キューに登録します。

中央リージョンがホストする 
SQS キューに SNS トピック
を登録します。詳細について
は、Amazon SNS ドキュメント
の「SNS トピックの購読」を参
照してください。

AWS DevOps、クラウドアーキ
テクト

SNS トピックのアクセスポリ
シーを更新します。

1. Amazon SNS コンソールを開
き、[トピック] を選択してか
ら、前に作成した SNS トピッ
クを選択します。

2. [編集] を選択し、[アクセスポ
リシー-オプション] セクショ
ンを展開します。

3. 以下のアクセスポリシーを 
SNS トピックに添付して 
Amazon S3sns:publish へ
のアクセス許可を許可し、[保
存] を選択します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": 
 "s3.amazonaws.com" 
      }, 

AWS DevOps、クラウドアーキ
テクト
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タスク 説明 必要なスキル
      "Action": 
 "sns:Publish", 
      "Resource": 
 "arn:aws:sns:us-
west-2::s3Events-SNSTopic-
us-west-2" 
    } 
  ]
}

リージョンの各 S3 バケットに通
知を設定します。

リージョンの各 S3 バケットにイ
ベント通知を設定します。詳細
については、Amazon S3 ドキュ
メントの Amazon S3 コンソール
を使用したイベント通知の有効
化と設定を参照してください。

[Note:] (メモ:) 宛先セクションで
SNS トピックを選択し、前に作
成した SNS トピックの ARN を
指定します。

AWS DevOps、クラウドアーキ
テクト

必要なすべての地域でこのエ
ピックを繰り返してください。

重要: Amazon S3 イベント通知
を受信したい各リージョン (中央
リージョンを含む) について、こ
のエピックのタスクを繰り返し
ます。

AWS DevOps、クラウドアーキ
テクト

関連リソース
• アクセスポリシーの設定 (Amazon SQS ドキュメント)
• SQS; キューをイベントソースとして設定する (AWS Lambda ドキュメント)
• Lambda 関数を開始するための SQS キューの設定 (Amazon SQS ドキュメント)
• AWS::Lambda::Function リソース (AWS CloudFormation ドキュメント)

データを Apache Parquet に変換するための 3 種類
の AWS Glue ETL ジョブタイプ

アドナン・アルヴィー (AWS)、カーティケヤン・ラマチャンドラン、ニス・ゴビンダシヴァン (AWS) が
作成

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:分析 ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS Glue
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概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、AWS Glue はフルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) 
サービスです。AWS Glue は、データの分類、クリーニング、エンリッチ、さまざまなデータストアや
データストリーム間での信頼性の高いデータ移動について、優れた費用対効果を実現します。

このパターンでは、AWS Glue でさまざまなジョブタイプが提供され、3 つの異なるスクリプトを使用し
て ETL ジョブの作成を示します。

AWS Glue を使用して Python シェル環境で ETL ジョブを作成できます。マネージド型の Apache Spark 
環境では Python (PySpark) または Scala を使用して、バッチ処理とストリーミング処理の両方の ETL 
ジョブを作成することもできます。ETL ジョブの作成を始めるにあたって、このパターンでは Python 
シェル、、および Scala を使用するバッチ ETL ジョブに焦点を当てています。 PySparkPython シェル
ジョブは、より少ない計算能力を必要とするワークロードを対象としています。マネージド型の Apache 
Spark 環境は、高い計算能力を必要とするワークロードを対象としています。

Apache Parquet は、効率的な圧縮およびエンコーディングスキームをサポートするように構築されていま
す。データは列形式で保存されるため、分析ワークロードを高速化できます。データをParquetに変換す
ると、長期的にはストレージ容量、コスト、時間を節約できます。Parquetの詳細については、ブログ記事
「Apache Parquet: オープンソースの列指向データ形式でヒーローになる方法」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• AWS Identity and Access Management (IAM) ロール (ロールがない場合は、「追加情報」セクションを
参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Glue
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Apache Parquet

自動化とスケーリング

• AWS Glue ワークフローは ETL パイプラインの完全自動化をサポートしています。
• データ処理ユニット (DPU) の数、またはワーカータイプを変更して、水平方向、垂直方向にスケールで

きます。

Tools
AWS サービス

• Amazon S3 Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービス
であり、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立ちます。

• AWS Glue は、さまざまなデータストアやデータストリーム間でデータを分類、クリーニング、エン
リッチし、移動するためのフルマネージド型 ETL サービスです。

その他のツール
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• Apache Parquet は、格納と取得を目的として設計されたオープンソースの列指向データファイル形式で
す。

設定

AWS Glue ETL の計算能力を設定するには、以下の設定を使用してください。コストを削減するには、こ
のパターンで提供されるワークロードを実行するときは、最小限の設定を使用してください。 

• Python シェル — 1 DPU を使用して 16 GB のメモリを使用するか、0.0625 DPU を使用して 1 GB のメ
モリを使用できます。このパターンでは、AWS Glue コンソールのデフォルトである 0.0625 DPU を使
用します。

• Python または Scala for Spark — コンソールで Spark 関連のジョブタイプを選択すると、AWS Glue は
デフォルトで 10 個のワーカーと G.1X ワーカータイプを使用します。このパターンでは、許容される最
小人数である 2 人のワーカーを使用します。標準ワーカータイプでは、十分で費用対効果に優れていま
す。

次の表は、Apache Spark 環境のさまざまな AWS Glue ワーカータイプを示しています。Python シェル
ジョブは Apache Spark 環境を使用して Python を実行しないため、この表には含まれていません。

スタンダード G.1X G.2X

vCPU 4 4 8

メモリ 16 GB 16 GB 32 GB

ディスク容量 50 GB 64 GB 128 GB

ワーカーにつき、ワー
カーにつき

2 1  1

Code

IAM ロールやパラメータ設定など、このパターンで使用されるコードについては、「追加情報」セクショ
ンを参照してください。

叙事詩
データをアップロードする

タスク 説明 必要なスキル

データを新規または既存の S3 バ
ケットにアップロードします。

アカウントに S3 バケットを作成
または既存の S3 バケットを作成
します。添付ファイルセクショ
ンから sample_data.csv ファイ
ルをアップロードし、S3 バケッ
トとプレフィックスの場所をメ
モします。

一般的な AWS

127

https://parquet.apache.org/


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

AWS Glue ジョブを作成して実行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Glue ジョブを作成します。 AWS Glue コンソールの ETL セ
クションで、AWS Glue ジョブを
追加します。適切なジョブタイ
プ、AWS Glue バージョン、対応
する DPU/ワーカータイプとワー
カー数を選択します。詳細につ
いては、「設定」セクションを
参照してください。

開発者、クラウド、またはデー
タ

入力位置と出力位置を変更しま
す。

AWS Glue ジョブに対応するコー
ドをコピーし、「データのアッ
プロード」エピックでメモした
入力場所と出力場所を変更しま
す。

開発者、クラウド、またはデー
タ

パラメータを設定します。 「追加情報」セクションに記載
されているスニペットを使用し
て、ETLジョブのパラメータを設
定できます。AWS Glue は内部的
に 4 つの引数名を使用します。

• --conf
• --debug
• --mode
• --JOB_NAME

--JOB_NAMEパラメータは AWS 
Glue コンソールに明示的に入
力する必要があります。[Job]、
[ジョブの編集]、[セキュリティ設
定]、[スクリプトライブラリ]、
および [ジョブパラメータ] を
選択します (オプション)。--
JOB_NAMEキーとして入力し、値
を指定します。AWS Command 
Line Interface (AWS CLI) また
は AWS Glue API を使用して 
AWS コマンドラインインター
フェイス (AWS CLI) または AWS 
Glue API を使用して、このパ
ラメータを設定することもで
きます。--JOB_NAMEこのパラ
メータは Spark によって使用さ
れ、Python シェル環境のジョブ
には必要ありません。

--すべてのパラメータ名の前
に追加する必要があります。
追加しないと、コードが機能し
ません。たとえば、コードスニ
ペットの場合、--input_locロ
ケーションパラメータはとで

開発者、クラウド、またはデー
タ
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タスク 説明 必要なスキル
呼び出す必要があります--
output_loc。

ETL ジョブを実行します。 ジョブを実行し、出力を確認し
ます。元のファイルからどれだ
けスペースが減ったかに注目し
てください。

開発者、クラウド、またはデー
タ

関連リソース
リファレンス:

• Apache Spark
• AWS Glue: 仕組み
• AWS Glue 料金

チュートリアルとビデオ

• AWS Glue とは何ですか?

追加情報
[IAM role] (IAM ロール)

AWS Glue ジョブを作成する場合、次のコードスニペットに示す権限を持つ既存の IAM ロールまたは新し
いロールのいずれかを使用できます。

新しいロールを作成するには、次の YAML コードを使用します。

# (c) 2022 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. This AWS 
 Content is provided subject to the terms of the AWS Customer
# Agreement available at https://aws.amazon.com/agreement/ or other written agreement 
 between Customer and Amazon Web Services, Inc.

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"

Description: This template will setup IAM role for AWS Glue service.

Resources: 
  rGlueRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "glue.amazonaws.com" 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
      ManagedPolicyArns: 
        - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole 
      Policies: 
        - PolicyName: !Sub "${AWS::StackName}-s3-limited-read-write-inline-policy" 
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          PolicyDocument: 
            Version: "2012-10-17" 
            Statement: 
              - Effect: Allow 
                Action: 
                  - "s3:PutObject" 
                  - "s3:GetObject" 
                Resource: "arn:aws:s3:::*/*" 
      Tags: 
        - Key  : "Name" 
          Value : !Sub "${AWS::StackName}"

Outputs: 
  oGlueRoleName: 
    Description: AWS Glue IAM role 
    Value: 
      Ref: rGlueRole 
    Export: 
      Name: !Join [ ":", [ !Ref "AWS::StackName", rGlueRole ] ]

AWS Glue パイソンシェル

Python コードでは、Pandas PyArrow とライブラリを使用してデータを Parquet に変換します。Pandas 
ライブラリは既に利用可能です。 PyArrow ライブラリは 1 回限りの実行であるため、パターンを実行す
るとダウンロードされます。 PyArrow ホイールファイルを使用してライブラリに変換し、ファイルをラ
イブラリパッケージとして提供できます。ホイールファイルのパッケージ化について詳しくは、「独自の 
Python ライブラリの提供」を参照してください。

AWS Glue Python シェルパラメーター

from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["input_loc", "output_loc"])

AWS Glue Python シェルコード

from io import BytesIO
import pandas as pd
import boto3
import os
import io
import site
from importlib import reload
from setuptools.command import easy_install
install_path = os.environ['GLUE_INSTALLATION']
easy_install.main( ["--install-dir", install_path, "pyarrow"] )
reload(site)
import pyarrow

input_loc = "bucket-name/prefix/sample_data.csv"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

input_bucket = input_loc.split('/', 1)[0]
object_key = input_loc.split('/', 1)[1]

output_loc_bucket = output_loc.split('/', 1)[0]
output_loc_prefix = output_loc.split('/', 1)[1]  
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s3 = boto3.client('s3')
obj = s3.get_object(Bucket=input_bucket, Key=object_key)
df = pd.read_csv(io.BytesIO(obj['Body'].read()))

parquet_buffer = BytesIO()
s3_resource = boto3.resource('s3')
df.to_parquet(parquet_buffer, index=False)  
s3_resource.Object(output_loc_bucket, output_loc_prefix +  'data' + 
 '.parquet').put(Body=parquet_buffer.getvalue()) 

Python でAWS Glue ースパークジョブ

Python で AWS Glue Spark ジョブタイプを使用するには、ジョブタイプとして Spark を選択しま
す。AWS Glue バージョンとして、ジョブの起動時間が短縮された Spark 3.1、Python 3 (グルーバージョ
ン 3.0) を選択してください。

AWS Glue Python パラメーター

from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME", "input_loc", "output_loc"])

Python コードを使用した AWS Glue ースパークジョブ

import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import *
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from awsglue.job import Job

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)

input_loc = "bucket-name/prefix/sample_data.csv"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

inputDyf = glueContext.create_dynamic_frame_from_options(\ 
    connection_type = "s3", \ 
    connection_options = {  
        "paths": [input_loc]}, \ 
    format = "csv", 
    format_options={ 
        "withHeader": True, 
        "separator": "," 
    })

outputDF = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(\ 
    frame = inputDyf, \ 
    connection_type = "s3", \ 
    connection_options = {"path": output_loc \ 
        }, format = "parquet")     

圧縮された大きなファイルが多数ある場合 (たとえば、それぞれ約 3 MB の 1,000 ファイル)、次のコード
に示すように、compressionTyperecurseパラメーターとパラメーターを使用してプレフィックス内に
あるすべてのファイルを読み取ります。
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input_loc = "bucket-name/prefix/"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

inputDyf = glueContext.create_dynamic_frame_from_options( 
                    connection_type = "s3",  
                    connection_options = {"paths": [input_loc],  
                                            "compressionType":"gzip","recurse" :"True", 
                                            }, 
                    format = "csv", 
                    format_options={"withHeader": True,"separator": ","} 
                    )

圧縮された小さなファイルが多数ある場合 (たとえば、それぞれ約 133 KB の 1,000 ファイ
ル)、groupFilescompressionTyperecurseパラメータとパラメータの両方を使用しま
す。groupFilesパラメータは小さなファイルを複数の大きなファイルにグループ化し、groupSizeパラ
メータはグループ化を指定されたバイト単位 (たとえば 1 MB) 単位で制御します。次のコードスニペット
は、コード内でこれらのパラメータを使用する例を示しています。

input_loc = "bucket-name/prefix/"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

inputDyf = glueContext.create_dynamic_frame_from_options( 
                    connection_type = "s3",  
                    connection_options = {"paths": [input_loc],  
                                            "compressionType":"gzip","recurse" :"True", 
                                             "groupFiles" :"inPartition",  
 "groupSize" :"1048576", 
                                            }, 
                    format = "csv", 
                    format_options={"withHeader": True,"separator": ","} 
                    )

ワーカーノードを変更しなくても、これらの設定により、AWS Glue ジョブは複数のファイル (大小を問わ
ず、圧縮の有無にかかわらず) を読み取り、それらを Parquet 形式でターゲットに書き込むことができま
す。

Scala を使用した AWS Glue ースパークジョブ

Scala で AWS Glue Spark ジョブタイプを使用するには、ジョブタイプとして「スパーク」を選択し、
「言語」を Scala として選択します。AWS Glue バージョンとして、ジョブの起動時間が短縮された 
Spark 3.1、Scala 2 (グルーバージョン 3.0) を選択してください。ストレージ容量を節約するために、以下
の AWS Glue with ScalaapplyMapping サンプルでもこの機能を使用してデータ型を変換しています。

AWS Glue カラパラメータ

import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser val args = 
 GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME", "inputLoc", 
 "outputLoc").toArray)

Scala コードを使用した AWS Glue ースパークジョブ

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
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object GlueScalaApp { 
  def main(sysArgs: Array[String]) { 
     
    @transient val spark: SparkContext = SparkContext.getOrCreate() 
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark) 

    val inputLoc = "s3://bucket-name/prefix/sample_data.csv" 
    val outputLoc = "s3://bucket-name/prefix/" 

    val readCSV = glueContext.getSource("csv", JsonOptions(Map("paths" -> 
 Set(inputLoc)))).getDynamicFrame() 

    val applyMapping = readCSV.applyMapping(mappings = Seq(("_c0", "string", "date", 
 "string"), ("_c1", "string", "sales", "long"), 
    ("_c2", "string", "profit", "double")), caseSensitive = false) 

    val formatPartition = applyMapping.toDF().coalesce(1) 

    val dynamicFrame = DynamicFrame(formatPartition, glueContext) 

    val dataSink = glueContext.getSinkWithFormat( 
        connectionType = "s3",  
        options = JsonOptions(Map("path" -> outputLoc )), 
        transformationContext = "dataSink", format = 
 "parquet").writeDynamicFrame(dynamicFrame) 
  }
}

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon Athena と Amazon を使用して Amazon 
Redshift の監査ログを視覚化する QuickSight

サンケット・サーシカー (AWS) とゴパル・クリシュナ・バティア (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: 分析、ビッグデー
タ、データレイク

AWS サービス: Amazon Athena; 
Amazon Redshift; Amazon S3; 
Amazon QuickSight

概要
セキュリティは、Amazon Web Services (AWS) クラウドでのデータベース操作に欠かせないものです。組
織は、潜在的なセキュリティインシデントやリスクを検出するために、データベースユーザーのアクティ
ビティと接続を必ず監視する必要があります。このパターンは、セキュリティとトラブルシューティング
の目的でデータベースを監視するのに役立ちます。このプロセスは、データベース監査と呼ばれます。

このパターンは、Amazon Redshift ログの監査に役立つ Amazon Athena のレポートダッシュボード用の 
Amazon QuickSight Athena テーブルとビューの作成を自動化する SQL スクリプトを提供します。これに
より、データベースアクティビティの監視を担当するユーザーは、データセキュリティ機能に簡単にアク
セスできます。 
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前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 既存の Amazon Redshift クラスター。詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「Amazon 

Redshift クラスターの作成」を参照してください。
• 既存の Athena ワークグループへのアクセス。詳細については、Amazon Athena ドキュメントの「ワー

クグループの仕組み」を参照してください。 
• 必要な AWS Identity and Access Management (IAM) 権限がある、既存の Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) ソースバケット。詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「データベー
ス監査ロギング」の「Amazon Redshift 監査ログのバケット権限」を参照してください。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• Athena
• Amazon Redshift 
• Amazon S3 
• QuickSight

Tools
• Amazon Athena — Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータを標準 

SQL を使用して簡単に分析できるようになります。 
• Amazon QuickSight — QuickSight 機械学習を活用した、スケーラブルでサーバーレスで組み込み可能な

ビジネスインテリジェンス (BI) サービスです。 
• Amazon Redshift — Amazon Redshift は、エンタープライズレベル、ペタバイト規模、フルマネージド

のデータウェアハウスサービスです。 
• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。

叙事詩
Amazon Redshift クラスターの設定

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift クラスターの監
査ログ記録を有効にします。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
Redshift コンソールを開きま
す。続いて、[CLUSTERS] (ク
ラスター) の順に選択します。

2. [プロパティ] タブを選択
し、Amazon Redshift ドキュ
メントの「コンソールを使
用して監査を設定する」の指

DBA、データエンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/tutorial-loading-data-launch-cluster.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/tutorial-loading-data-launch-cluster.html
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/user-created-workgroups.html
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/user-created-workgroups.html
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing.html#db-auditing-bucket-permissions
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing-console.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing-console.html
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タスク 説明 必要なスキル
示に従って監査を有効にしま
す。

Amazon Redshift クラスターのパ
ラメータグループでのログ作成
を有効にします。

AWS マネジメントコンソー
ル、Amazon Redshift API リファ
レンス、または AWS Command 
Line Interface (AWS CLI) を使
用して、接続ログ、ユーザーロ
グ、およびユーザーアクティビ
ティログの監査を同時に有効に
なります。 

ユーザーアクティビ
ティログを監査するに
は、enable_user_activity_loggingデー
タベースパラメータを有効に
する必要があります。監査ロ
グ作成機能のみを有効にし、関
連するパラメータを有効にしな
い場合、データベース監査ログ
は接続ログとユーザーログの情
報を記録し、ユーザーアクティ
ビティログの情報は記録しませ
ん。enable_user_activity_loggingこ
のパラメータはデフォルト
では有効になっていません
が、falseからに変更すること
で有効にできますtrue。

重要: パラメータを有効に
して新しいクラスターパ
ラメータグループを作成
し、user_activity_logging
Amazon Redshift クラスターにア
タッチする必要があります。詳
細については、Amazon Redshift 
ドキュメントの「クラスターの
変更」を参照してください。

このタスクの詳細について
は、Amazon Redshift ドキュメン
トの「Amazon Redshift パラメー
タグループ」と「コンソールを
使用した監査の設定」を参照し
てください。

DBA、データエンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/managing-clusters-console.html#modify-cluster
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/managing-clusters-console.html#modify-cluster
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-parameter-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-parameter-groups.html
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing-console.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing-console.html
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift クラスターのロ
グ作成のための S3 バケットのア
クセス許可を設定します。

ログ作成を有効にする
と、Amazon Redshift はログ作成
情報を収集し、S3 バケットに格
納されたログファイルにアップ
ロードします。既存の S3 バケッ
トを使用するか、新しいバケッ
トを作成することができます。

重要: Amazon Redshift に S3 バ
ケットにアクセスするために必
要な IAM アクセス許可がある
ことを確認してください。詳細
については、Amazon Redshift 
ドキュメントの「データベー
ス監査ロギング」の「Amazon 
Redshift 監査ログのバケット権
限」を参照してください。

DBA、データエンジニア

Athena テーブルとビューの作成

タスク 説明 必要なスキル

Athena テーブルとビューを作成
し、S3 バケットから Amazon 
Redshift 監査ログデータをクエリ
します。

Amazon Athena コンソールを開
き、AuditLogging.sql SQL 
スクリプト (添付) のデータ定義
言語 (DDL) クエリを使用して、
ユーザーアクティビティログ、
ユーザーログ、接続ログのテー
ブルとビューを作成します。

詳細と手順については、Amazon 
Athena ワークショップの「テー
ブルの作成とクエリの実行」
チュートリアルを参照してくだ
さい。

データエンジニア

QuickSight ダッシュボードでログ監視を設定する

タスク 説明 必要なスキル

Athena QuickSight をデータソー
スとして使用してダッシュボー
ドを作成します。

Amazon QuickSight コンソール
を開き、Amazon Athena Athena 
ワークショップの「Athena 
QuickSight を使用して視覚化」 
QuickSight チュートリアルの指
示に従ってダッシュボードを作
成します。

DBA、データエンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing.html#db-auditing-bucket-permissions
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing.html
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https://athena-in-action.workshop.aws/30-basics/307-quicksight.html
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関連リソース
• Athena でテーブルを作成し、クエリを実行します。
• Athena QuickSight を使ったビジュアライゼーション

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon を使用するすべての AWS アカウントの 
IAM 認証レポートを視覚化 QuickSight

パラグ・ナグウェカー (AWS) とアルン・チャンダピライ (AWS) によって作成されました

コードリポジトリリポジトリ
リポジトリリポジトリリポジ
トリリポジトリ

• IAM 認証レポートを組織全体
で確認できるようにする

環境:プロダクション テクノロジー:分析、アドバイ
ザリー、管理とガバナンス、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:Amazon 
Athena、AWS CloudFormation、 
EventBridgeアマゾン、AWS 
Identity and Access 
Management、アマゾン 
QuickSight

概要
AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報レポートを使用して、組織のセキュリティ、監査、
コンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。認証情報レポートには、AWS アカウントのすべてのユー
ザーのリストと、パスワード、アクセスキー、多要素認証 (MFA) デバイスなど、認証情報のステータスが
表示されます。AWS OrganiAWS Organizations が管理する複数の AWS アカウントの認証情報レポートを
使用できます。

このパターンには、Amazon QuickSight ダッシュボードを使用して組織内のすべての AWS アカウントの 
IAM 認証レポートを作成して共有するのに役立つ手順とコードが含まれています。ダッシュボードは組織
内の関係者と共有できます。レポートは、組織が次のような目標を絞ったビジネス成果を達成するのに役
立ちます。

• IAM ユーザーに関連するセキュリティインシデントを特定
• IAM ユーザーのシングルサインオン (SSO) 認証へのリアルタイム移行を追跡します。
• IAM ユーザーがアクセスした AWS リージョンを追跡する
• コンプライアンスを維持
• 他の利害関係者との情報共有
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https://athena-in-action.workshop.aws/30-basics/301-create-tables.html
https://athena-in-action.workshop.aws/30-basics/307-quicksight.html
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前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• メンバーアカウントを持つ組織
• Organizations アカウントにアクセスする権限を持つ IAM ロール
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2、インストールおよび設定済み
• Amazon  QuickSight エンタープライズエディションの購読

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon Athena
• アマゾン EventBridge
• アマゾン QuickSight
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Glue
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
• AWS Organizations

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、複数の AWS アカウントから IAM 認証情報レポートデータを取得するワークフローを設定する
ためのアーキテクチャを示しています。

1. EventBridge Lambda 関数を毎日呼び出します。
2. Lambda 関数は、組織内のすべての AWS アカウントで IAM ロールを引き受けます。次に、この関数は 

IAM 認証情報レポートを作成し、レポートデータを一元的な S3 バケットに保存します。S3 バケットで
暗号化を有効にし、パブリックアクセスを無効にする必要があります。

3. AWS Glue クローラは S3 バケットを毎日クロールし、それに応じて Athena テーブルを更新します。
4. QuickSight 資格レポートからデータをインポートして分析し、利害関係者が視覚化して共有できるダッ

シュボードを作成します。

Tools
AWS サービス

• Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータを標準 SQL を使用し
て簡単に分析できるようになります。

• Amazon EventBridge はサーバーレスのイベントバスサービスで、アプリケーションをさまざまなソー
スからのリアルタイムデータに接続するのに役立ちます。たとえば、Lambda 関数、API 宛先を使用す
る HTTP 呼び出しエンドポイント、他の AWS アカウントのイベントバスなどです。

• Amazon QuickSight はクラウド規模のビジネスインテリジェンス (BI) サービスで、データを単一のダッ
シュボードで視覚化、分析、レポート生成するのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_tutorials_basic.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use.html
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• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかをコントロール
し、リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングするため、課金
は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

Code

GitHub getiamcredsreport-allaccounts-orgこのパターンのコードはリポジトリにあります。このリポジトリ
のコードを使用して、Organizations 内の AWS アカウント全体の IAM 認証レポートを作成し、一元的に保
存できます。

叙事詩
インフラストラクチャをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon QuickSight エンター
プライズエディションをセット
アップします。

1. AWS アカウントで Amazon 
QuickSight エンタープラ
イズエディションを有効化
します。詳細については、 
QuickSight ドキュメントの
「Amazon QuickSight 内部で
のユーザーアクセスの管理」
を参照してください。

2. ダッシュボードアクセス許可
を付与するには、 QuickSight 
ユーザーの Amazon リソース
ネーム (ARN) を取得します。

AWS 管理者、AWS DevOps、ク
ラウド管理者、クラウドアーキ
テクト

QuickSight アマゾンをAmazon 
S3 およびAthena と統合します。

AWSQuickSight CloudFormation 
スタックをデプロイする前に 
Amazon S3 と Athena の使用を
許可する必要があります。

AWS 管理者、AWS DevOps、ク
ラウド管理者、クラウドアーキ
テクト

インフラストラクチャをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

GitHub リポジトリをクローンし
ます。

1. 以下のコマンドを実行して、 
GitHub getiamcredsreport-
allaccounts-orgリポジト
リをローカルマシンにク
ローンします。git clone 
https://github.com/
aws-samples/
getiamcredsreport-
allaccounts-org

AWS 管理者

インフラストラクチャをデプロ
イします。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

AWS 管理者

139

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
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タスク 説明 必要なスキル
2. ナビゲーションペインで [ス

タックの作成] を選択し、[新
しいリソースを使用 (標準)] を
選択します。

3. 「リソースの識別」ページ
で、「次へ」を選択します。

4. [テンプレートの指定] ページ
の [テンプレートソース] で、
[テンプレートファイルのアッ
プロード] を選択します。

5. [ファイルを選択] を選択
し、Cloudformation-
createcredrepo.yaml
GitHub 複製したリポジトリか
らファイルを選択して、[次へ] 
を選択します。

6. 「パラメータ」で、お使いの 
IAMIAMRoleName ロールで更
新します。 これは、Lambda 
に組織のすべてのアカウント
で引き継がせる IAM ロール
でなければなりません。この
ロールは認証情報レポートを
作成します。注:スタック作成
のこの段階では、ロールがす
べてのアカウントに存在する
必要はありません。

7. パラメータで、Lambda 
がすべてのアカウントの
認証情報を保存できる 
S3S3BucketName バケットの
名前で更新します。

8. [スタック名] に、スタック名
を入力します。

9. [Submit] (送信) を選択しま
す。

10.Lambda 関数のロール名を書
き留めておきます。
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タスク 説明 必要なスキル

IAM アクセス権限ポリシーを作
成します。

組織内のすべての AWS アカウン
トに、以下の権限を持つ IAM ポ
リシーを作成します。

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

AWS DevOps、クラウド管理
者、クラウドアーキテクト、
データエンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

信頼ポリシーを使用して IAM 
ロールを作成します。

1. AWS アカウントの IAM ロー
ルを作成し、前のステップ
で作成したアクセス許可ポリ
シーをアタッチします。

2. IAM ロールに次の信頼ポリ
シーをアタッチします。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "AWS":[ 
               
 "arn:aws:iam::<MasterAccountID>:role/
<LambdaRole>" 
            ] 
         }, 
         
 "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

重要:先ほどメモし
た Lambda ロールの 
ARNarn:aws:iam::<MasterAccountID>:role/
<LambdaRole> に置き換えてく
ださい。

注:Organizations は通常、自
動化を使用して AWS アカウ
ントの IAM ロールを作成し
ます。可能な場合は、この
オートメーションを使用す
ることをお勧めします。また
は、CreateRoleforOrg.pyコー
ドリポジトリのスクリプトを
使用することもできます。この
スクリプトには、既存の管理者
ロール、またはすべての AWS ア
カウントで IAM ポリシーとロー
ルを作成する権限を持つその他
の IAM ロールが必要です。

クラウド管理者、クラウドアー
キテクト、AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

タスク 説明 必要なスキル

QuickSight データを視覚化する
ように Amazon を設定します。

1. QuickSight認証情報を使用し
てにログインします。

2. Athena を使用して 
(iamcredreportdb“cfn_iamcredreport”デー
タベースとテーブルを使用し
て) データセットを作成し、そ
のデータセットを自動的に更
新します。

3. で分析を作成します 
QuickSight。

4. QuickSight ダッシュボードを
作成します。

AWS DevOps、クラウド管理
者、クラウドアーキテクト、
データエンジニア

追加情報
その他の考慮事項

以下の点を考慮します。

• CloudFormation を使用してインフラストラクチャをデプロイしたら、Lambda と AWS Glue がスケ
ジュールどおりに実行されるまで、Amazon S3 でレポートが作成され、Athena によって分析される
のを待つことができます。または、Lambda を手動で実行して Amazon S3 のレポートを取得し、次に 
AWS Glue クローラーを実行して、データから作成された Athena テーブルを取得することもできま
す。

• QuickSight は、ビジネス要件に基づいてデータを分析および視覚化するための強力なツールです。の
パラメータを使用して QuickSight 、選択したデータフィールドに基づいてウィジェットデータを制
御できます。また、 QuickSight 分析を使用してデータセットからパラメーター (たとえば、、、、な
ど、userそれぞれ [取引先]、[日付]partition_0、partition_1 [ユーザー] の各フィールド) を作成
し、[取引先]、[日付]、[ユーザー] の各パラメーターのコントロールを追加できます。

• QuickSight 独自のダッシュボードを作成するには、AWS Workshop Studio ウェブサイトの「QuickSight 
ワークショップ」を参照してください。

• QuickSight サンプルダッシュボードを確認するには、 GitHub getiamcredsreport-allaccounts-orgコード
リポジトリを参照してください。

ターゲットを絞ったビジネス成果

このパターンを使用して、次のような目標を絞ったビジネス成果を達成し、目標を絞ったビジネス成果を
達成します。

• IAM ユーザーに関連するセキュリティインシデントを特定 — 組織内のすべての AWS アカウントのすべ
てのユーザーを 1 つの画面で調査できます。IAM ユーザーが最近アクセスした個々の AWS リージョン
と、そのユーザーが使用したサービスの傾向を追跡できます。

• IAM ユーザーの SSO 認証への移行をリアルタイムで追跡 — SSO を使用すると、ユーザーは 1 つの認
証情報で 1 回サインインするだけで、複数の AWS アカウントやアプリケーションにアクセスできま
す。IAM ユーザーを SSO に移行することを計画している場合、このパターンは SSO への移行に役立
ち、すべての AWS アカウントの IAM ユーザー認証情報の使用状況 (AWS マネジメントコンソールへの
アクセスやアクセスキーの使用など) をすべて追跡できます。

• IAM ユーザーがアクセスした AWS リージョンを追跡する — データ主権やコスト管理など、さまざまな
目的でリージョンへの IAM ユーザーアクセスを制御できます。任意の IAM ユーザーによるリージョン
の使用状況を追跡することもできます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
その他のパターン

• コンプライアンスの維持 — 最小権限の原則に従うことで、特定のタスクを実行するために必要な特定の 
IAM 権限のみを付与できます。また、AWS サービス、AWS マネジメントコンソールへのアクセス、認
証情報の長期使用状況を追跡できます。

• 他の利害関係者との情報の共有 — IAM 認証レポートや AWS アカウントへのアクセスを許可しなくて
も、厳選されたダッシュボードを他の利害関係者と共有できます。

その他のパターン
• AWS Data Exchange から Amazon S3 へのデータ取り込みを自動化 (p. 431)
• Amazon Textract を使用して PDF ファイルからコンテンツを自動的に抽出します (p. 1090)
• AWS DataOps 開発キットを使用して Google アナリティクスのデータを取り込み、変換、分析するため

のデータパイプラインを構築する (p. 434)
• Amazon Athena を使用して共有 AWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセスを設定す

る (p. 440)
• AWS IoT Greengrass を使用して、コスト効率の高い方法で IoT データを Amazon S3 に直接取り込みま

す (p. 453)
• AWS コストエクスプローラーを使用して Amazon EMR クラスターの詳細なコストと使用状況レポート

を作成する (p. 427)
• Amazon RDS と Amazon Aurora の詳細なコストおよび使用状況レポートを作成 (p. 519)
• AWS コストエクスプローラーを使用して AWS Glue ジョブの詳細なコストおよび使用状況レポートを

作成する (p. 424)
• インフラストラクチャをコードとして使用して、サーバーレスデータレイクを AWS クラウドにデプロ

イして管理します。 (p. 449)
• Amazon QuickSight ダッシュボードをローカルの Angular アプリケーションに埋め込む (p. 2761)
• Amazon Redshift クラスターの作成時に暗号化されていることを確認する (p. 2492)
• 保存時の Amazon EMR データの暗号化が起動時に有効になっていることを確認する (p. 2484)
• データレイクの AWS IoT SiteWise メタデータ属性を抽出してクエリする (p. 1072)
• SageMaker ノートブックインスタンスに別の AWS CodeCommit アカウントのリポジトリへの一時的な

アクセスを許可する (p. 826)
• Amazon Kinesis Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合に識別して警告す

る (p. 1150)
• セルフホストの MongoDB 環境を AWS クラウド上の MongoDB アトラスに移行する (p. 1865)
• Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for 

Oracle に移行する (p. 1946)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する (p. 1410)
• Amazon S3 PrivateLink 用の AWS を使用して DistCp 、オンプレミスの Hadoop 環境から Amazon S3 

にデータを移行する (p. 2727)
• カウチベースサーバーから AWS 上の Couchbase Capella への移行 (p. 1830)
• Amazon EMR クラスターの起動時に転送中の暗号化を監視する (p. 2525)
• 新しい Amazon Redshift クラスターに SSL エンドポイントが必要であることを確認する (p. 2604)
• 新しい Amazon Redshift クラスターが VPC で起動することを確認する (p. 2608)
• Flask と AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化する (p. 1139)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS PeopleSoft に高可用性アーキテクチャをセットアップ

Business
トピック

• AWS PeopleSoft に高可用性アーキテクチャをセットアップ (p. 145)
• その他のパターン (p. 163)

AWS PeopleSoft に高可用性アーキテクチャをセッ
トアップ

ラマナサン・ムラリダール (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:ビジネス生産性、
インフラストラクチャ、ウェブ
サイトとウェブアプリ、データ
ベース

ワークロード:オラクル

AWS サービス:Amazon 
EC2 Auto Scaling、Amazon 
EFS、Elastic Load Balancing 
(ELB)、Amazon RDS

概要
PeopleSoft ワークロードを AWS に移行する場合、耐障害性は重要な目標です。これにより、 PeopleSoft 
アプリケーションの可用性が常に高くなり、障害から迅速に回復できるようになります。

このパターンにより、AWS PeopleSoft 上のアプリケーションのアーキテクチャが構築され、ネットワー
ク、アプリケーション、データベースの各層で高可用性 (HA) を確保できます。Oracle には Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS)、データベース層には Amazon RDS for SQL Server デー
タベースを使用します。このアーキテクチャには、Amazon Route 53、Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Linux インスタンス、Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS)、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS)、Application Load Balancer などの AWS サービスも含まれており、スケーラブル
です。

PeopleSoftオラクルは、人員管理やその他の事業運営のためのツールやアプリケーション一式を提供して
います。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS PeopleSoft でのセットアップに必要なライセンスがある環境
• AWS アカウントに、次のリソースを使用して仮想プライベートクラウド (VPC) を設定します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• 少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーン
• 各アベイラビリティーゾーンに 1 つのパブリックサブネットと 3 つのプライベートサブネット
• NAT ゲートウェイとインターネットゲートウェイ
• トラフィックをルーティングするための各サブネットのルートテーブル
• PeopleSoft 組織の標準に従ってアプリケーションのセキュリティを確保するのに役立つように定義さ

れたネットワークアクセス制御リスト (ネットワーク ACL) とセキュリティグループ

機能制限

• このパターンは、高可用性 (HA) ソリューションを提供します。ディザスタリカバリ (DR) シナリオはサ
ポートしていません。まれに HA 実装の AWS リージョン全体がダウンした場合、アプリケーションが
使用できなくなります。

製品バージョン

• PeopleSoft PeopleTools 8.52 以降を実行するアプリケーション

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

PeopleSoft 本番環境のアプリケーションのダウンタイムや停止は、アプリケーションの可用性に影響を与
え、ビジネスに大きな混乱をもたらします。

PeopleSoft 運用アプリケーションは、常に可用性が高いように設計することをお勧めします。これは、
単一障害点を排除し、信頼性の高いクロスオーバーポイントまたはフェイルオーバーポイントを追加し、
障害を検出することで実現できます。次の図は、AWS PeopleSoft 上の HA アーキテクチャを示していま
す。

このアーキテクチャのデプロイでは、Amazon RDS for Oracle PeopleSoft をデータベースとして使用
し、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) で実行されている EC2 インスタンスを使用します。Amazon RDS 
for SQL Server を Peoplesoft データベースとして使用することもできます。

このアーキテクチャには、次のコンポーネントが含まれています。 

• Amazon Route 53 は、 PeopleSoft インターネットからアプリケーションにリクエストをルーティング
するためのドメインネームサーバー (DNS) として使用されます。

• AWS WAF は、可用性に影響を与えたり、セキュリティを侵害したり、過剰なリソースを消費したりす
る可能性のある一般的なウェブエクスプロイトやボットからの保護に役立ちます。AWS Shield アドバン
スド (図には示されていません) は、はるかに幅広い保護を提供します。

• Application Load Balancer は、ウェブサーバーを対象とした高度なリクエストルーティングによ
り、HTTP と HTTPS のトラフィックを負荷分散します。

• アプリケーションをサポートするウェブサーバー、アプリケーションサーバー、プロセススケジュー
ラーサーバー、Elasticsearch サーバーは、複数のアベイラビリティーゾーンで動作し、Amazon EC2 
Auto Scaling を使用します。 PeopleSoft

• PeopleSoft アプリケーションが使用するデータベースは、Amazon RDS 上でマルチ AZ 構成で実行され
ます。

• PeopleSoft アプリケーションが使用するファイル共有は Amazon EFS で設定され、インスタンス間の
ファイルへのアクセスに使用されます。

• Amazon EC2 Auto Scaling では Amazon マシンイメージ (AMI) を使用して、 PeopleSoft 必要なときに
コンポーネントをすばやくクローニングできます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• NAT ゲートウェイは、プライベートサブネット内のインスタンスは VPC 外のサービスに接続し、外部
サービスはそれらのインスタンスとの接続を開始できません。

• インターネットゲートウェイは、VPC とインターネットとの間の通信を可能にする VPC コンポーネン
トであり、冗長性と高い可用性を備えており、水平スケーリングが可能です。

• パブリックサブネットの要塞ホストは、インターネットやオンプレミスネットワークなどの外部ネッ
トワークからプライベートサブネット内のサーバーへのアクセスを提供します。要塞ホストは、プライ
ベートサブネット内のサーバーへの制御された安全なアクセスを提供します。

アーキテクチャの詳細

PeopleSoft データベースは、マルチ AZ 設定の Amazon RDS for Oracle (または Amazon RDS for SQL 
Server) データベースに格納されています。Amazon RDS Multi-AZ 機能では、データベースの更新を 2 つ
のアベイラビリティーゾーンに複製して、耐久性と可用性を向上させます。Amazon RDS は、計画的なメ
ンテナンスや計画外の中断に備えて、自動的にスタンバイデータベースにフェイルオーバーします。

PeopleSoft ウェブ層と中間層は EC2 インスタンスにインストールされます。これらのインスタンスは複
数のアベイラビリティーゾーンに分散しており、Auto Scaling グループによって結び付けられています。
これにより、これらのコンポーネントの可用性が常に高くなります。アプリケーションが常に利用可能
で、必要に応じてスケーリングできるように、必要なインスタンスの数を最小限に抑えています。

OEM EC2 インスタンスには、現行世代の EC2 インスタンスタイプを使用することをお勧めします。AWS 
Nitro System で構築されたインスタンスなどの現行世代のインスタンスタイプは、ハードウェア仮想マ
シン (HVM) をサポートします。HVM AMI は、拡張ネットワーキングのメリットを活用する場合に必要
です。さらに、セキュリティも強化されます。各 Auto Scaling グループの一部である EC2 インスタンス
は、インスタンスの交換またはスケールアップ時に独自の AMI を使用します。 PeopleSoft アプリケー
ションに処理させたい負荷と、 PeopleTools アプリケーションとリリースについて Oracle が推奨する最小
値に基づいて EC2 インスタンスタイプを選択することをお勧めします。 PeopleSoft ハードウェアとソフ
トウェアの要件の詳細については、オラクルのサポートWebサイトを参照してください。

PeopleSoft ウェブ層と中間層は Amazon EFS マウントを共有して、レポート、データファイル、および 
(必要に応じて)PS_HOME ディレクトリを共有します。Amazon EFS は、パフォーマンスとコストの観点か
ら、各アベイラビリティーゾーンのマウントターゲットを使用して設定されています。

Application Load Balancer は、 PeopleSoft アプリケーションにアクセスするトラフィックをサポートし、
さまざまなアベイラビリティーゾーンのウェブサーバー間でトラフィックの負荷分散を行うようにプロビ
ジョニングされます。Application Load Balancer は、少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンに HA 
を提供するネットワークデバイスです。ウェブサーバーは、負荷分散構成を使用してトラフィックをさま
ざまなアプリケーションサーバーに分散します。ウェブサーバーとアプリケーションサーバー間の負荷分
散により、負荷がインスタンス全体に均等に分散され、インスタンスの過負荷によるボトルネックやサー
ビスの中断を回避できます。

Amazon Route 53 は、インターネットからApplication Load Balancer にトラフィックをルーティングする 
DNS サービスとして使用されます。Route 53 は、可用性と拡張性に優れたDNSウェブサービスです。

HA の詳細

• データベース:Amazon RDS のマルチ AZ 機能では、複数のアベイラビリティーゾーンで 2 つのデータ
ベースを同期レプリケーションで運用します。これにより、自動フェイルオーバー機能を備えた高可用
性環境が構築されます。Amazon RDS にはフェイルオーバーイベント検出機能があり、これらのイベン
トが発生すると自動フェイルオーバーが開始されます。Amazon RDS API を使用して手動フェイルオー
バーを開始することもできます。詳細な説明については、ブログ記事「Amazon RDS アンダーザフード:
マルチ AZ」を参照してください。フェイルオーバーはシームレスに行われ、フェイルオーバーが発生す
るとアプリケーションは自動的にデータベースに再接続します。ただし、フェイルオーバー中のプロセ
ススケジューラジョブはエラーを生成するため、再送信する必要があります。

• PeopleSoft アプリケーションサーバー:アプリケーションサーバーは複数のアベイラビリティーゾーン
に分散しており、それらに Auto Scaling グループが定義されています。インスタンスに障害が発生する
と、Auto Scaling グループはそのインスタンスを、アプリケーションサーバーテンプレートの AMI か
ら複製された正常なインスタンスに直ちに置き換えます。具体的には、Jolt プーリングが有効になって
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いるため、アプリケーションサーバーインスタンスがダウンすると、セッションは自動的に別のアプリ
ケーションサーバーにフェイルオーバーされ、Auto Scaling グループが自動的に別のインスタンスを起
動し、アプリケーションサーバーを起動して Amazon EFS マウントに登録します。新しく作成されたア
プリケーションサーバーは、WebPSSTRSETUP.SH サーバー内のスクリプトを使用して Web サーバー
に自動的に追加されます。これにより、アプリケーションサーバーの可用性が常に高くなり、障害から
迅速に回復できます。

• プロセススケジューラー:プロセススケジューラーサーバーは複数のアベイラビリティーゾーンに分散し
ており、それらに Auto Scaling グループが定義されています。インスタンスに障害が発生すると、Auto 
Scaling グループはそのインスタンスを、プロセススケジューラサーバーテンプレートの AMI から複製
された正常なインスタンスに直ちに置き換えます。具体的には、プロセススケジューラインスタンス
がダウンすると、Auto Scaling グループが自動的に別のインスタンスを起動し、プロセススケジューラ
を起動します。インスタンスが失敗したときに実行されていたジョブはすべて再送信する必要がありま
す。これにより、プロセススケジューラは常に高可用性を保ち、障害から迅速に回復できます。

• Elasticsearch サーバー:Elasticsearch サーバーにはAuto Scaling グループが定義されています。インス
タンスに障害が発生すると、Auto Scaling グループはそのインスタンスを Elasticsearch サーバーテンプ
レートの AMI から複製された正常なインスタンスに直ちに置き換えます。具体的には、Elasticsearch イ
ンスタンスがダウンすると、そのインスタンスにリクエストを処理するApplication Load Balancer が障
害を検出し、そのインスタンスへのトラフィックの送信を停止します。Auto Scaling グループが自動的
に別のインスタンスを起動し、その Elasticsearch インスタンスを起動します。Elasticsearch インスタ
ンスがバックアップされると、Application Load Balancer はそのインスタンスが正常であることを検出
し、再びリクエストを送信し始めます。これにより、Elasticsearch サーバーの可用性が常に高くなり、
障害から迅速に回復できます。

• ウェブサーバー:ウェブサーバーには Auto Scaling グループが定義されています。インスタンスに障害
が発生すると、Auto Scaling グループはそのインスタンスを、ウェブサーバーテンプレートの AMI から
複製された正常なインスタンスに直ちに置き換えます。具体的には、ウェブサーバーインスタンスがダ
ウンすると、そのインスタンスにリクエストを処理するApplication Load Balancer が障害を検出し、そ
のインスタンスへのトラフィックの送信を停止します。Auto Scaling グループが自動的に別のインスタ
ンスを起動し、ウェブサーバーインスタンスを起動します。ウェブサーバーインスタンスがバックアッ
プされると、Application Load Balancer はそのインスタンスが正常であることを検出し、再度リクエス
トを送信し始めます。これにより、Web サーバーの可用性が常に高くなり、障害から迅速に回復できま
す。

Tools
AWS サービス

• アプリケーションロードバランサーは、受信アプリケーショントラフィックを複数のアベイラビリ
ティーゾーンのEC2 インスタンスなどの複数のターゲットに分散します。

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス
タンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動できます。また、必要な分だけ仮想
サーバーを拡張できます。

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドで共有ファイルシステムを作成および設
定するのに役立ちます。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショナルデータベース
をセットアップ、運用、スケーリングするのに役立ちます。

• Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたDNSウェブサービスです。

ベストプラクティス
運用上のベスト・プラクティス
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• AWS PeopleSoft で実行する場合は、Route 53 を使用してインターネットとローカルからのトラフィッ
クをルーティングします。プライマリ DB インスタンスが利用できない場合は、フェイルオーバーオプ
ションを使用してトラフィックをディザスタリカバリ (DR) サイトに再ルーティングします。

• Application Load Balancer は、 PeopleSoft 常に環境の前で使用します。これにより、トラフィックが安
全にウェブサーバーに負荷分散されます。

• Application Load Balancer のターゲットグループ設定で、ロードバランサーが生成した Cookie でス
ティッキネスがオンになっていることを確認します。

注:外部シングルサインオン (SSO) を使用する場合は、アプリケーションベースの Cookie の使用が必要
になる場合があります。これにより、Web サーバーとアプリケーションサーバー間で接続の一貫性が保
たれます。

• PeopleSoft 実稼働アプリケーションの場合、Application Load Balancer のアイドルタイムアウトは、
使用するウェブプロファイルで設定されているものと一致する必要があります。これにより、ユーザー
セッションがロードバランサーレイヤーで期限切れになるのを防ぎます。

• PeopleSoft 実稼働アプリケーションでは、アプリケーションサーバーのリサイクル回数をメモリリーク
を最小限に抑える値に設定します。

• このパターンで説明されているように、 PeopleSoft 本番アプリケーションに Amazon RDS データベー
スを使用している場合は、可用性を高めるためにマルチ AZ 形式で実行してください。

• PeopleSoft データベースが本番アプリケーションの EC2 インスタンスで実行されている場合は、高可
用性のためにスタンバイデータベースが別のアベイラビリティーゾーンで実行されていることを確認し
てください。

• DR については、Amazon RDS データベースまたは EC2 インスタンスに、本番データベースとは別の 
AWS リージョンにスタンバイが設定されていることを確認してください。これにより、そのリージョン
で災害が発生した場合、アプリケーションを別のリージョンに切り替えることができます。

• DR については、Amazon Elastic Disaster Recovery を使用して、本番コンポーネントとは別のリージョ
ンにアプリケーションレベルのコンポーネントをセットアップしてください。これにより、そのリー
ジョンで災害が発生した場合、アプリケーションを別のリージョンに切り替えることができます。

• Amazon EFS (中程度の I/O 要件の場合) または Amazon FSx (高い I/O 要件の場合) を使用して、 
PeopleSoft レポート、添付ファイル、およびデータファイルを保存します。これにより、コンテンツは 
1 か所に保存され、インフラストラクチャ内のどこからでもアクセスできるようになります。

• Amazon CloudWatch (基本および詳細) を使用して、 PeopleSoft アプリケーションが使用している AWS 
クラウドリソースをほぼリアルタイムで監視します。これにより、問題が即座に通知され、環境の可用
性に影響が及ぶ前に迅速に対処できます。

• Amazon RDS PeopleSoft データベースをデータベースとして使用している場合は、拡張モニタリングを
使用してください。この機能により、CPU、メモリ、ファイルシステム I/O、ディスク I/O など、50 を
超えるメトリックにアクセスできます。

• AWS CloudTrail を使用して、 PeopleSoft アプリケーションが使用している AWS リソースの API 呼び
出しを監視します。これにより、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、およびコンプライアンスの
監査を行うことができます。

セキュリティのベストプラクティス

• SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティング (XSS) PeopleSoft などの一般的なエクスプロ
イトからアプリケーションを保護するには、AWS WAF を使用します。AWS Shield Advanced の検出お
よび緩和サービスの使用を検討してください。

• Application Load Balancer にルールを追加して、トラフィックを HTTP から HTTPS に自動的にリダイ
レクトして、 PeopleSoft アプリケーションを保護します。

• Application Load Balancer 用に別のセキュリティグループを設定します。このセキュリティグループで
は、HTTPS/HTTP インバウンドトラフィックのみを許可し、アウトバウンドトラフィックは許可しな
い必要があります。これにより、意図したトラフィックのみが許可され、アプリケーションのセキュリ
ティが確保されます。

• アプリケーションサーバー、ウェブサーバー、データベースにはプライベートサブネットを使用し、ア
ウトバウンドインターネットトラフィックにはNATゲートウェイを使用します。これにより、アプリ
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ケーションをサポートするサーバーにはパブリックにアクセスできなくなりますが、パブリックアクセ
スは必要なサーバーにのみ提供されます。

• PeopleSoft 本番環境と非本番環境を実行するには、異なる VPC を使用してください。AWS Transit 
Gateway、VPC ピアリング、ネットワーク ACL、およびセキュリティグループを使用して、VPC と、
必要に応じてオンプレミスデータセンター間のトラフィックフローを制御します。

• 最小特権の原則に従ってください。 PeopleSoft アプリケーションが使用する AWS リソースへのアクセ
スを、どうしても必要なユーザーにのみ許可します。タスクの実行に必要な最小限の特権のみを付与し
ます。詳細については、「WelAWS Well-Architected Framework「セキュリティの柱」を参照してくだ
さい。

• 可能な限り、AWS Systems Manager を使用して、 PeopleSoft アプリケーションが使用する EC2 イン
スタンスにアクセスしてください。

信頼性のベストプラクティス

• Application Load Balancer を使用する場合は、有効なアベイラビリティーゾーンごとに 1 つのターゲッ
トを登録します。これにより、ロードバランサーが最も効果的になります。

• PeopleSoft 実稼働環境ごとに 3 つの URL を用意することをお勧めします。1 つはアプリケーションに
アクセスするための URL、もう 1 つは統合ブローカー用の URL、もう 1 つはレポートを表示するため
です。可能であれば、各 URL には専用のウェブサーバーとアプリケーションサーバーが必要です。各 
URL にはそれぞれ異なる機能があり、アクセスが制御されているため、 PeopleSoft この設計はアプリ
ケーションの安全性を高めるのに役立ちます。また、基盤となるサービスに障害が発生した場合の影響
範囲も最小限に抑えられます。

• PeopleSoft アプリケーションのロードバランサーターゲットグループにヘルスチェックを設定すること
をお勧めします。ヘルスチェックは、それらのサーバーを実行している EC2 インスタンスではなく、
ウェブサーバーで実行する必要があります。これにより、ウェブサーバーがクラッシュしたり、ウェブ
サーバーをホストする EC2 インスタンスがダウンしたりしても、Application Load Balancer はその情報
を正確に反映します。

• PeopleSoft 本番環境のアプリケーションでは、ウェブサーバーを少なくとも 3 つのアベイラビリティー
ゾーンに分散させることをお勧めします。これにより、アベイラビリティーゾーンのいずれかがダウン
しても、 PeopleSoft アプリケーションは常に高い可用性を維持できます。

• PeopleSoft プロダクションアプリケーションでは、ジョルトプーリング (joltPooling=true) を有効
にします。これにより、パッチ適用や仮想マシンの障害のためにサーバーがダウンした場合でも、アプ
リケーションが別のアプリケーションサーバーにフェイルオーバーされます。

• PeopleSoft プロダクションアプリケーションの場合は、1DynamicConfigReload  に設定します。こ
の設定は、 PeopleTools バージョン 8.52 以降でサポートされています。サーバーを再起動せずに、新し
いアプリケーションサーバーを Web サーバーに動的に追加します。

• PeopleTools パッチを適用するときのダウンタイムを最小限に抑えるには、ウェブサーバーとアプリ
ケーションサーバーの Auto Scaling グループ起動設定に青/緑のデプロイ方法を使用してください。詳細
については、ホワイトペーパーの AWS でのデプロイオプションの概要を参照してください。

• AWS Backup を使用して、 PeopleSoft アプリケーションを AWS にバックアップします。AWS Backup 
は、大規模なデータ保護を簡素化する、費用対効果の高い、完全マネージド型のポリシーベースのサー
ビスです。

パフォーマンスのベストプラクティス

• ビジネスで環境全体のトラフィックを暗号化する必要がある場合を除き、 PeopleSoft 環境のパフォーマ
ンスを最適化するには、Application Load Balancer で SSL を終了します。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) などの AWS サービス用のインターフェイス VPC エ
ンドポイントを作成し、CloudWatchトラフィックが常に内部にあるようにします。これは費用対効果が
高く、アプリケーションを安全に保つのに役立ちます。

コスト最適化のベストプラクティス
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• PeopleSoft 環境で使用されるすべてのリソースにタグを付け、コスト配分タグを有効にします。これら
のタグは、リソースコストを表示および管理するのに役立ちます。

• PeopleSoft 本番アプリケーションでは、ウェブサーバーとアプリケーションサーバーに Auto Scaling グ
ループを設定します。これにより、アプリケーションをサポートする Web サーバーとアプリケーショ
ンサーバーの数が最小限に抑えられます。Auto Scaling グループポリシーを使用して、必要に応じて
サーバーをスケールアップまたはスケールダウンできます。

• 請求アラームを使用すると、コストが指定した予算しきい値を超えたときにアラートを受け取ることが
できます。

持続可能性のベストプラクティス

• PeopleSoft 環境を維持するには、コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用してください。こ
れにより、一貫した環境を構築し、変更管理を維持できます。

叙事詩
PeopleSoft データベースを Amazon RDS に移行する

タスク 説明 必要なスキル

DB サブネットグループを作成し
ます。

Amazon RDS コンソールのナビ
ゲーションペインで [サブネッ
トグループ] を選択し、複数のア
ベイラビリティーゾーンにサブ
ネットがある Amazon RDS DB 
サブネットグループを作成しま
す。これは、Amazon RDS デー
タベースをマルチ AZ 設定で実行
するために必要です。

クラウド管理者

Amazon RDS データベースを作
成します。

PeopleSoft HA 環境用に選択し
た AWS リージョンのアベイラ
ビリティーゾーンに Amazon 
RDS データベースを作成しま
す。Amazon RDS データベー
スを作成するときは、必ずマル
チ AZ オプション (スタンバイ
インスタンスを作成) と、前の
ステップで作成したデータベー
スサブネットグループを選択し
てください。詳細については、
「Amazon RDS ドキュメント」
を参照してください。

クラウド管理者、Oracle データ
ベース管理者

PeopleSoft データベースを 
Amazon RDS に移行します。

AWS Database Migration Service 
(AWS DMS) を使用して、 
PeopleSoft 既存のデータベー
スを Amazon RDS データベー
スに移行します。詳細について
は、AWS DMS ドキュメントと 
AWS ブログ記事「AWS DMS を
使用してほぼゼロのダウンタイ
ムで Oracle データベースを移行
する」参照してください。

クラウド管理者、 PeopleSoft 
DBA
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https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-simple-step.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/introduction-devops-aws/infrastructure-as-code.html
https://console.aws.amazon.com/rds/
https://console.aws.amazon.com/rds/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-oracle-databases-with-near-zero-downtime-using-aws-dms/
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-oracle-databases-with-near-zero-downtime-using-aws-dms/
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-oracle-databases-with-near-zero-downtime-using-aws-dms/
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-oracle-databases-with-near-zero-downtime-using-aws-dms/
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Amazon EFS ファイルシステムのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

ファイルシステムを作成しま
す。

Amazon EFS コンソールで、
ファイルシステムを作成し、
各アベイラビリティーゾーンの
ターゲットをマウントします。
手順については、Amazon EFS 
のドキュメントを参照してくだ
さい。ファイルシステムを作成
したら、その DNS 名を書き留め
ます。ファイルシステムをマウ
ントするときには、この情報を
使用します。

クラウド管理者

PeopleSoft アプリケーションとファイルシステムのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを起動しま
す。

PeopleSoft アプリケーションの 
EC2 インスタンスを起動しま
す。手順については、Amazon 
EC2 のドキュメントを参照して
ください。

• [名前] にAPP_TEMPLATEと入
力します。

• OS イメージの場合は、Red 
Hat を選択してください。

• [インスタンスタイプ] で、 
PeopleSoft アプリケーション
に適したインスタンスタイプ
を選択します。詳細について
は、「アーキテクチャ」セク
ションの「アーキテクチャの
詳細 (p. 146)」を参照してく
ださい。

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

PeopleSoft インスタンスにイン
ストールします。

PeopleSoft アプリケーション
と、作成した EC2 PeopleTools 
インスタンスにインストールし
ます。手順については、Oracle 
のマニュアルを参照してくださ
い。

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

アプリケーションサーバーを作
成します。

AMI テンプレート用のアプ
リケーションサーバーを作成
し、Amazon RDS データベース
に正常に接続することを確認し
ます。

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

Amazon EFS ファイルシステム
をマウントします。

EC2 インスタンスに root ユー
ザーとしてログインし、次の
コマンドを実行して、Amazon 

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者
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https://console.aws.amazon.com/efs/
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/creating-using-create-fs.html#creating-using-fs-part1-console
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/creating-using-create-fs.html#creating-using-fs-part1-console
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/creating-using-create-fs.html#creating-using-fs-part1-console
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-launch-instance-wizard.html#liw-quickly-launch-instance
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-launch-instance-wizard.html#liw-quickly-launch-instance
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-launch-instance-wizard.html#liw-quickly-launch-instance
https://docs.oracle.com
https://docs.oracle.com
https://docs.oracle.com
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
EFSPSFTMNT ファイルシステ
ムをサーバー上のというフォル
ダーにマウントします。

sudo su –
mkdir /psftmnt
cat /etc/fstab

/etc/fstab次の行をファイル
に追加します。ファイルシステ
ムの作成時にメモした DNS 名を
使用します。

fs-09e064308f1145388.efs.us-
east-1.amazonaws.com:/ /
psftmnt nfs4 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev 
 0 0
mount -a

許可を確認してください。 PeopleSoft ユーザーが適
切にアクセスできるよう
に、PSFTMNTフォルダーに適切
な権限があることを確認してく
ださい。

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

追加インスタンスを作成しま
す。

このエピックの前のステッ
プを繰り返して、プロセ
ススケジューラー、ウェ
ブサーバー、Elasticsearch 
サーバーのテンプレート
インスタンスを作成しま
す。これらのインスタンス
にPRCS_TEMPLATE、WEB_TEMPLATE、SRCH_TEMPLATEと
という名前を付けま
す。Web サーバの場合
は、joltPooling=trueと
を設定しま
すDynamicConfigReload=1。

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

サーバーをセットアップするためのスクリプトの作成

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションサーバーをイ
ンストールするスクリプトを作
成します。

Amazon EC2APP_TEMPLATE
インスタンスで、 PeopleSoft 
ユーザーとして次の
スクリプトを作成しま
す。appstart.shPS_HOME名前
を付けてディレクトリに配置し
ます。このスクリプトを使用し
てアプリケーションサーバーを

PeopleSoft 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
起動し、Amazon EFS マウント
にサーバー名を記録します。

#!/bin/ksh
. /usr/homes/
hcmdemo/.profile.
psadmin -c configure -d 
 HCMDEMO
psadmin -c parallelboot -d 
 HCMDEMO
touch /psftmnt/`echo 
 $HOSTNAME`

プロセススケジューラサーバー
をインストールするスクリプト
を作成します。

Amazon EC2PRCS_TEMPLATE
インスタンスで、 PeopleSoft 
ユーザーとして次の
スクリプトを作成しま
す。prcsstart.shPS_HOME名
前を付けてディレクトリに配置
します。このスクリプトを使用
してプロセススケジューラサー
バーを起動します。

#!/bin/ksh
. /usr/homes/hcmdemo/. 
 profile
/* The following line 
 ensures that the process 
 scheduler always has 
 a unique name during 
 replacement or scaling 
 activity. */  
sed -i 
 "s/.*PrcsServerName.*/
`hostname -I | 
 awk -F. '{print 
 "PrcsServerName=PSUNX"$3$4}'`/" 
 $HOME/appserv/prcs/*/
psprcs.cfg
psadmin -p configure -d 
 HCMDEMO
psadmin -p start -d HCMDEMO

PeopleSoft 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Elasticsearch サーバーをインス
トールするスクリプトを作成し
ます。

Amazon EC2SRCH_TEMPLATE
インスタンスで、Elasticsearch 
ユーザーとして、次の
スクリプトを作成しま
す。srchstart.shHOME名前を
付けてディレクトリに配置しま
す。

#!/bin/ksh
/* The following line 
 ensures that the correct 
 IP is indicated in the 
 elasticsearch.yaml file. */
sed -i "s/.*network.host.*/
`hostname  -I | awk 
 '{print "host:"$0}'`/" 
 $ES_HOME_DIR/config/
elasticsearch.yaml
nohup $ES_HOME_DIR/bin/
elasticsearch &

PeopleSoft 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Web サーバーをインストールす
るスクリプトを作成します。

Amazon EC2WEB_TEMPLATE
インスタンスでは、ウェブサー
バーユーザーとして、HOMEディ
レクトリに次のスクリプトを作
成します。

renip.sh: このスクリプトによ
り、AMI からクローニングされ
たウェブサーバの IP アドレスが
正しいことが確認されます。

#!/bin/ksh
hn=`hostname`
/* On the following line, 
 change the IP with the 
 hostname with the hostname 
 of the web template. */
for text_file in `find  
 *  -type f -exec grep -
l '<hostname-of-the-web-
template>' {} \;`
do
sed -e 's/<hostname-of-
the-web-template>/'$hn'/g' 
 $text_file > temp
mv -f temp $text_file
done

psstrsetup.sh: このスクリ
プトは、Web サーバが現在実
行中の正しいアプリケーション
サーバ IP を使用するようにしま
す。joltポート上の各アプリケー
ションサーバーに接続しようと
し、それを構成ファイルに追加
します。

#!/bin/ksh
c2=""
for ctr in `ls -1 /psftmnt/
*.internal`
do
c1=`echo $ctr | awk -F "/" 
 '{print $3}'`
/* In the following lines, 
 9000 is the jolt port. 
 Change it if necessary. */
if nc -z $c1 9000 2> /dev/
null; then
if [[ $c2 = "" ]]; then
c2="psserver="`echo 
 $c1`":9000"
else
c2=`echo $c2`","`echo 
 $c1`":9000"
fi
fi
done

PeopleSoft 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
webstart.sh: このスクリプト
は、前述の 2 つのスクリプトを
実行し、Web サーバを起動しま
す。

#!/bin/ksh
/* Change the path in the 
 following if necessary. */
cd  /usr/homes/hcmdemo  
./renip.sh
./psstrsetup.sh
webserv/peoplesoft/bin/
startPIA.sh

crontab エントリを追加します。 Amazon EC2WEB_TEMPLATE
インスタンスでは、ウェ
ブサーバーユーザーとし
て、crontab に次の行を追加
します。必要な値を反映する
ように時間とパスを変更して
ください。このエントリによ
り、Webconfiguration.properties
サーバーのファイルには常に正
しいアプリケーションサーバー
エントリが含まれるようになり
ます。

* * * * * /usr/homes/
hcmdemo/psstrsetup.sh

PeopleSoft 管理者

AMI と Auto Scaling グループテンプレートを作成する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションサーバーテン
プレート用の AMI を作成しま
す。

Amazon EC2 コン
ソールで、Amazon 
EC2APP_TEMPLATE インスタ
ンスの AMI イメージを作成しま
す。AMIPSAPPSRV-SCG-VER1
に名前を付けます。手順につい
ては、Amazon EC2 のドキュメ
ントを参照してください。

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

他のサーバー用の AMI を作成し
ます。

前のステップを繰り返し
て、プロセススケジュー
ラー、Elasticsearch サーバー、
ウェブサーバーの AMI を作成し
ます。

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

アプリケーションサーバーの 
Auto Scaling グループの起動テン
プレートを作成します。

アプリケーションサーバー
の Auto Scaling グループの
起動テンプレートを作成しま
す。PSAPPSRV_TEMPLATE.テ
ンプレートに名前を付けるテン

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-ebs.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
プレートで、APP_TEMPLATEイ
ンスタンス用に作成した AMI 
を選択します。手順について
は、Amazon EC2 のドキュメン
トを参照してください。

• 起動テンプレートで、要件に
基づいてインスタンスタイプ
を選択します。

• [詳細設定] セクションの [ユー
ザーデータ] フィールドに、
次のエントリを追加しま
す。パスとユーザー情報が
正しいことを確認してくださ
い。appstart.sh前のステッ
プでスクリプトを作成しまし
た。

#! /bin/ksh
su -c “/usr/homes/hcmdemo/
appstart.sh” - hcmdemo

プロセススケジューラサーバー
の Auto Scaling グループの起動
テンプレートを作成します。

前のステップを繰り返して、プ
ロセススケジューラサーバー
の Auto Scaling グループの
起動テンプレートを作成しま
す。PSPRCS_TEMPLATEテン
プレートに名前を付けます。
テンプレートで、プロセススケ
ジューラ用に作成した AMI を選
択します。

• [詳細設定] セクションの [ユー
ザーデータ] フィールドに、
次のエントリを追加しま
す。パスとユーザー情報が
正しいことを確認してくださ
い。prcsstart.sh前のス
テップでスクリプトを作成し
ました。

#! /bin/ksh
su -c “/usr/homes/hcmdemo/
prcsstart.sh” - hcmdemo

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/create-launch-template.html#create-launch-template-from-instance
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/create-launch-template.html#create-launch-template-from-instance
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タスク 説明 必要なスキル

Elasticsearch サーバーのAuto 
Scaling グループの起動テンプ
レートを作成します。

前のステップを繰り返し
て、Elasticsearch Server 
Auto Scaling グループ用の起
動テンプレートを作成しま
す。SRCH_TEMPLATEテンプレー
トに名前を付けます。テンプ
レートで、検索サーバー用に作
成した AMI を選択します。

• [詳細設定] セクションの [ユー
ザーデータ] フィールドに、
次のエントリを追加しま
す。パスとユーザー情報が
正しいことを確認してくださ
い。srchstart.sh前のス
テップでスクリプトを作成し
ました。

#! /bin/ksh
su -c “/usr/homes/
essearch/srchstart.sh” - 
 essearch

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

ウェブサーバーの Auto Scaling 
グループの起動テンプレートを
作成します。

前のステップを繰り返して、
ウェブサーバーの Auto Scaling 
グループの起動テンプレートを
作成します。WEB_TEMPLATEテ
ンプレートに名前を付けます。
テンプレートで、ウェブサー
バー用に作成した AMI を選択し
ます。

• [詳細設定] セクションの [ユー
ザーデータ] フィールドに、
次のエントリを追加しま
す。パスとユーザー情報が
正しいことを確認してくださ
い。webstart.sh前のステッ
プでスクリプトを作成しまし
た。

#! /bin/ksh
su -c “/usr/homes/hcmdemo/
webstart.sh” - hcmdemo

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

Auto Scaling グループの作成

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションサーバーの 
Auto Scaling グループを作成しま
す。

Amazon EC2 コンソール
で、PSAPPSRV_ASGPSAPPSRV_TEMPLATEテ
ンプレートを使用してアプリ
ケーションサーバー用に呼び

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

159



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
出される Auto Scaling グルー
プを作成します。手順について
は、Amazon EC2 のドキュメン
トを参照してください。

• [インスタンス起動オプション
の選択] ページで、正しい VPC 
を選択し、異なるアベイラビ
リティーゾーンから複数のサ
ブネットを選択します。

• [詳細オプションの設定] ページ
では、ロードバランサーを選
択しないでください。

• 「グループサイズとスケーリ
ングポリシーの設定」ペー
ジで、システムを設計する負
荷の量と、スケーリングポリ
シーを使用するかどうかに応
じて設定を選択します。少な
くとも 1 つのインスタンス
でいつでもトラフィックを処
理できるように、必要な最小
容量を少なくとも 2 に設定す
ることをお勧めします。Auto 
Scaling のポリシーの詳細につ
いては、Amazon EC2 ドキュ
メントを参照してください。

他のサーバーの Auto Scaling グ
ループを作成します。

前のステップを繰り返し
て、プロセススケジュー
ラー、Elasticsearch サーバー、
ウェブサーバー用の Auto Scaling 
グループを作成します。

クラウド管理者、 PeopleSoft 管
理者

ターゲットグループの作成と設定

タスク 説明 必要なスキル

Web サーバーのターゲットグ
ループを作成します。

Amazon EC2 コンソールで、
ウェブサーバーのターゲット
グループを作成します。手順
については、「Elastic Load 
Balancing ドキュメント」を参
照してください。ポートを Web 
サーバーがリッスンしている
ポートに設定します。

クラウド管理者

ヘルスチェックを設定します。 ヘルスチェックの値がビジネス
要件を反映していることを確
認します。詳細については、
「Elastic Load Balancing ドキュ
メント」を参照してください。

クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Elasticsearch サーバーのター
ゲットグループを作成します。

前のステップを繰り返し
て、ElasticsearchPSFTSRCH
サーバー用のターゲットグ
ループを作成し、正しい 
Elasticsearch ポートを設定しま
す。

クラウド管理者

Auto Scaling グループにターゲッ
トグループを追加します。

PSPIA_ASG先ほど作成した
というウェブサーバーの Auto 
Scaling グループを開きます。
[負荷分散] タブで [編集] を選択
し、PSFTWEBターゲットグルー
プを Auto Scaling グループに追
加します。

Elasticsearch Auto 
ScalingPSSRCH_ASG グループに
対してこのステップを繰り返し
て、PSFTSRCH以前に作成した
ターゲットグループを追加しま
す。

クラウド管理者

セッションスティッキネスを設
定します。

ターゲットグループ
でPSFTWEB、「属性」タブを
選択し、「編集」を選択して、
セッションの持続性を設定し
ます。スティッキネスタイプに
は、ロードバランサーが生成し
たクッキーを選択し、期間を 
1 に設定します。詳細について
は、「Elastic Load Balancing ド
キュメント」を参照してくださ
い。

PSFTSRCHターゲットグループに
対してこのステップを繰り返し
ます。

クラウド管理者

アプリケーションロードバランサーの作成と設定

タスク 説明 必要なスキル

ウェブサーバー用のロードバラ
ンサーを作成します。

PSFTLBウェブサーバーへのト
ラフィックの負荷分散を行うた
めに、という名前のApplication 
Load Balancer を作成します。
手順については、「Elastic Load 
Balancing ドキュメント」を参照
してください。

• ロードバランサー名を指定し
ます。

• [Scheme] で、[Internet-facing] 
を選択します。

クラウド管理者
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https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/sticky-sessions.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
• ネットワークマッピングセク

ションで、正しい VPC と、異
なるアベイラビリティーゾー
ンの少なくとも 2 つのパブ
リックサブネットを選択しま
す。

• リスナーとルーティングセク
ションで、ターゲットグルー
プを選択しPSFTWEB、正しい
プロトコルとポート番号を指
定します。

Elasticsearch サーバー用のロー
ドバランサーを作成します。

ElasticsearchPSFTSCH サーバー
へのトラフィックの負荷分散
を行うために、という名前の
Application Load Balancer を作成
します。

• ロードバランサー名を指定し
ます。

• [スキーム] で [内部] を選択しま
す。

• ネットワークマッピングセク
ションで、正しい VPC とプラ
イベートサブネットを選択し
ます。

• リスナーとルーティングセク
ションで、ターゲットグルー
プを選択しPSFTSRCH、正しい
プロトコルとポート番号を指
定します。

クラウド管理者

Route 53 を設定します。 Amazon Route 53 コンソール
で、 PeopleSoft アプリケーショ
ンにサービスを提供するレコー
ドをホストゾーンに作成しま
す。手順については、Amazon 
Route 53 のドキュメントを
参照してください。これによ
り、PSFTLBすべてのトラフィッ
クがロードバランサーを通過す
ることが保証されます。

クラウド管理者

関連リソース
• PeopleSoft オラクルのウェブサイト
• AWS ドキュメンテーション
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AWS 規範的ガイダンス パターン
その他のパターン

その他のパターン
• AWS Copilot を使用してクラスター化されたアプリケーションを Amazon ECS にデプロイす

る (p. 293)
• コンテナイメージで Lambda 関数をデプロイする (p. 280)

163



AWS 規範的ガイダンス パターン
ビデオ処理パイプラインの構築

クラウドネイティブ
トピック

• Amazon Kinesis ビデオストリームと AWS Fargate を使用してビデオ処理パイプラインを構築しま
す (p. 164)

• AWS CLI を使用して S3 バケットから別のアカウントとリージョンにデータをコピーする (p. 170)
• S3 バケットを AWS CloudFormation スタックとして正常にインポートしました (p. 179)
• その他のパターン (p. 186)

Amazon Kinesis ビデオストリームと AWS Fargate 
を使用してビデオ処理パイプラインを構築します

ピョートル・チョトコウスキー (AWS) とプシュパラジュ・タンガベル (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:クラウドネイティ
ブ、ソフトウェア開発とテス
ト、メディアサービス

AWS サービス:AWS 
Fargate、Amazon 
Kinesis、Amazon S3

概要
このパターンは、Amazon Kinesis Video Streams と AWS Fargate を使用してビデオストリームからフ
レームを抽出し、Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）でさらに処理するための画像ファイルと
して保存する方法を示しています。 

このパターンは、Java Maven プロジェクトの形式でサンプルアプリケーションを提供します。このアプ
リケーションは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して AWS インフラストラクチャを定義
します。フレーム処理ロジックとインフラストラクチャ定義はどちらも Java プログラミング言語で記述
されています。このサンプルアプリケーションを、独自のリアルタイムビデオ処理パイプラインを開発し
たり、機械学習パイプラインのビデオ前処理ステップを構築したりするための基礎として使用できます。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Java Se Development Kit (JDK) 11、インストール済み
• Apache Maven、インストール済み
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) がインストールされている
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2、インストール済み
• Docker (AWS Fargate タスク定義で使用する Docker イメージをビルドするために必要)、インストール

済み

機能制限

このパターンは、概念実証として、またはさらなる開発の基礎として意図されています。本稼働環境では
現在の形式では使用しないでください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

製品バージョン

• このパターンは AWS CDK バージョン 1.77.0 でテストされました (AWS CDK バージョンを参照してく
ださい)

• JDK 11
• AWS CLI バージョン 2

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Kinesis Video Streams
• AWS Fargate タスク
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー
• Amazon S3 バケット

ターゲットアーキテクチャ

ユーザーは Kinesis ビデオストリームを作成し、ビデオをアップロードし、入力 Kinesis ビデオストリーム
と出力 S3 バケットの詳細を含む JSON メッセージを SQS キューに送信します。コンテナでメインアプ
リケーションを実行している AWS Fargate は、SQS キューからメッセージを取り出し、フレームの抽出
を開始します。各フレームはイメージファイルに保存され、ターゲット S3 バケットに保存されます。

自動化とスケール

サンプルアプリケーションは、単一の AWS リージョン内で水平方向と垂直方向の両方にスケーリ
ングできます。水平スケーリングは、SQS キューから読み取るデプロイされた AWS Fargate タ
スクの数を増やすことで実現できます。垂直スケーリングは、アプリケーション内のフレーム分
割スレッドと画像公開スレッドの数を増やすことで実現できます。これらの設定は、AWS CDK
QueueProcessingFargateService内のリソースの定義で環境変数としてアプリケーションに渡されま
す。AWS CDK スタックのデプロイの性質上、このアプリケーションは複数の AWS リージョンとアカウ
ントにデプロイでき、追加の手間はかかりません。

Tools
Tools

• AWS CDK は、、、、Python、Java、C#/.Net TypeScript などのプログラミング言語を使用してク
ラウドインフラストラクチャとリソースを定義するためのソフトウェア開発フレームワークです。 
JavaScript

• Amazon Kinesis Video Streams は、デバイスから AWS クラウドへの動画のライブストリーミングに使
用したり、あるいはリアルタイムの動画処理やバッチ指向の動画分析のためのアプリケーションを構築
できる完全管理の AWS のサービスです。

• AWS Fargate はコンテナ用のサーバーレスコンピューティングエンジンです。Fargate を使用すると、
サーバーのプロビジョニングと管理が不要になるため、アプリケーションの開発への集中が可能になり
ます。

• Amazon Simple は、スケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、パフォーマンスを提供するオブ
ジェクトストレージサービスです。

• Amazon SQS は、マイクロサービス、分散システム、およびサーバーレスアプリケーションの疎結合化
とスケールを可能にします。

Code
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• サンプルアプリケーションプロジェクト (frame-splitter-code.zip) の.zip ファイルが添付されま
す。

叙事詩
インフラストラクチャの導入

タスク 説明 必要なスキル

Docker デーモンを開始します。 ローカルシステムで Docker デー
モンを開始します。AWS CDK は 
Docker を使用して AWS Fargate 
タスクで使用されるイメージを
ビルドします。次のステップに
進む前に、Docker を実行する必
要があります。

開発者、 DevOps エンジニア

プロジェクトをビルドします。 frame-splitter-codeサン
プルアプリケーション (添付) を
ダウンロードし、その内容を
ローカルマシンのフォルダーに
抽出します。インフラストラク
チャをデプロイする前に、Java 
Maven プロジェクトを構築する
必要があります。コマンドプロ
ンプトで、プロジェクトのルー
トディレクトリに移動し、次の
コマンドを実行します。 

mvn clean install

開発者、 DevOps エンジニア

AWS CDK をブートストラップし
ます。

(初めて AWS CDK を使用する
ユーザーのみ) AWS CDK を初め
て使用する場合は、AWS CLI コ
マンドを実行して環境をブート
ストラップする必要がある場合
があります。

cdk bootstrap --profile 
 "$AWS_PROFILE_NAME" 

where$AWS_PROFILE_NAME に
は、AWS 認証情報の AWS プ
ロファイルの名前が格納されま
す。または、このパラメータを
削除してデフォルトのプロファ
イルを使用することもできま
す。詳細については、AWS CDK 
のドキュメントを参照してくだ
さい。

開発者、 DevOps エンジニア

AWS CDK スタックをデプロイし
ます。

このステップでは、必要なイン
フラストラクチャリソース (SQS 
キュー、S3 バケット、AWS 

開発者、 DevOps エンジニア
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https://maven.apache.org/
https://maven.apache.org/
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
Fargate タスク定義) を AWS 
アカウントで作成し、AWS 
Fargate タスクに必要な Docker 
イメージを構築して、アプリ
ケーションをデプロイします。
コマンドプロンプトで、プロ
ジェクトのルートディレクトリ
に移動し、次のコマンドを実行
します。

cdk deploy --profile 
 "$AWS_PROFILE_NAME" --all 

where$AWS_PROFILE_NAME に
は、AWS 認証情報の AWS プ
ロファイルの名前が格納され
ます。または、このパラメー
タを削除してデフォルトのプ
ロファイルを使用することも
できます。デプロイを確定し
ます。CDK QueueUrlのデプロ
イ出力にあるとバケットの値を
書き留めておきます。これら
は後のステップで必要になりま
す。AWS CDK はアセットを作
成し、AWS アカウントにアップ
ロードし、すべてのインフラス
トラクチャリソースを作成しま
す。リソースの作成プロセスは
AWS CloudFormation コンソール
で確認できます。詳細について
は、AWS CloudFormation ドキュ
メントと AWS CDK ドキュメン
トを参照してください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

動画ストリームを作成します。 このステップでは、ビデオ処理
の入力ストリームとして機能す
る Kinesis ビデオストリームを
作成します。AWS CLI がインス
トールおよび設定されているこ
とを確認します。AWS CLI で、
以下を実行します。

aws kinesisvideo --profile 
 "$AWS_PROFILE_NAME" 
 create-stream --stream-
name "$STREAM_NAME" --data-
retention-in-hours "24" 

$AWS_PROFILE_NAMEwhere
には、AWS 認証情報から取
得したAWS プロファイルの
名前（またはこのパラメータ
を削除してデフォルトのプロ
ファイルを使用する）が含ま
れ、$STREAM_NAMEは任意の有
効なストリーム名です。 

または、Kinesis ビデオストリー
ムのドキュメントの手順に従っ
て、Kinesis コンソールを使用
してビデオストリームを作成す
ることもできます。作成した 
Streams の AWS リソースネーム 
(ARN) をメモします。

開発者、 DevOps エンジニア

例の実の例

タスク 説明 必要なスキル

動画をストリームにアップロー
ドします。

frame-splitter-codeサ
ンプルアプリケーション
のプロジェクトフォルダー
で、ProcessingTaskTest.javasrc/
test/java/amazon/awscdk/
examples/splitterフォ
ルダー内のファイルを開きま
す。profileNamestreamNameお
よび変数を、前のステップで使
用した値に置き換えます。前の
ステップで作成した Kinesis のビ
デオストリームに動画の例   

amazon.awscdk.examples.splitter.ProcessingTaskTest#testExample 
 test

または、Kinesis Video Streams 
のドキュメントに記載されてい

開発者、 DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
る方法のいずれかを使用して動
画をアップロードすることもで
きます。

ビデオ処理を開始します。 Kinesis のビデオストリームに
動画がアップロードされたの
で、処理を開始できます。処理
ロジックを開始するには、AWS 
CDK がデプロイ中に作成した 
SQS キューに詳細を含むメッ
セージを送信する必要がありま
す。AWS CLI を使用してメッ
セージを送信するには、以下を
実行します。

aws sqs --profile 
 "$AWS_PROFILE_NAME" 
 send-message --queue-url 
 QUEUE_URL --message-body 
 MESSAGE 

where$AWS_PROFILE_NAME に
は、AWS 認証情報の AWS プロ
ファイルの名前 (デフォルトの
プロファイルを使用するにはこ
のパラメータを削除してくださ
い)、QUEUE_URLは AWS CDK
QueueUrl出力からの値で、次の
形式の JSONMESSAGE 文字列で
す。 

{ "streamARN": "STREAM_ARN", 
 "bucket": "BUCKET_NAME", 
 "s3Directory": "test-
output" }

ここで、STREAM_ARNは
前のステップで作成し
たビデオストリームの 
ARN、BUCKET_NAMEは AWS 
CDK 出力のバケット値です。 

このメッセージを送信すると、
ビデオ処理が開始されます。ま
たは、Amazon SQS のドキュ
メントで説明されているよう
に、Amazon SQS コンソールを
使用してメッセージを送信する
こともできます。

開発者、 DevOps エンジニア

ビデオフレームの画像を表示し
ます。

結果の画像は S3 出力バケッ
トで確認できます。s3://
BUCKET_NAME/test-outputこ
こで、BUCKET_NAMEは AWS 
CDK 出力のバケット値です。

開発者、 DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

関連リソース
• AWS CDK ドキュメンテーション
• AWS CDK API リファレンス
• AWS CDK 入門ワークショップ
• Amazon Kinesis Video Streams のドキュメント
• 例:を使用してビデオストリーム内のオブジェクトを識別する SageMaker
• 例:Kinesis Video Streams フラグメントの解析とレンダリング
• Amazon Kinesis ビデオストリームと Amazon を使用して、ライブ動画をリアルタイムで大規模に分析

できます SageMaker (AWS Machine Learning ブログ記事)
• AWS Fargate 入門

追加情報
IDE を選択する

このプロジェクトの構築と探索には、お好きな Java IDE を使用することをお勧めします。 

クリーンアップ

この例を実行し終えたら、追加の AWS インフラストラクチャコストが発生しないように、デプロイされ
たリソースをすべて削除します。 

インフラストラクチャとビデオストリームを削除するには、AWS CLI で次の 2 つのコマンドを使用しま
す。

cdk destroy --profile "$AWS_PROFILE_NAME" --all

aws kinesisvideo --profile "$AWS_PROFILE_NAME" delete-stream --stream-arn "$STREAM_ARN"

または、AWS コンソールを使用して AWS CloudFormation スタックを削除し、Kinesis CloudFormation 
コンソールを使用して Kinesis ビデオストリームを削除することで、リソースを手動で削除することもで
きます。出力された S3 バケットや Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)cdk destroy リポ
ジトリ内のイメージは削除されないことに注意してください (aws-cdk/assets)。手動で削除する必要が
あります。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS CLI を使用して S3 バケットから別のアカウ
ントとリージョンにデータをコピーする

Appasaheb Bagali (AWS) と Purushotham G K (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:クラウドネイティ
ブ、セキュリティ、ID、コンプ

ワークロード:その他すべての
ワークロード
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

ライアンス、ストレージとバッ
クアップ、移行

AWS サービス:Amazon S3

概要
このパターンでは、Amazon Web Services (AWS) アカウントと AWS リージョンの Amazon Simple 
Storage Service (Amazon Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service) バケットから、別の
アカウントとリージョンの Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service) バケットにデータを
コピーする方法について説明します。

このパターンでは、異なるリージョンのソースアカウントと宛先アカウントを使用します。コピー元の 
S3 バケットにバケットポリシーをアタッチし、宛先アカウントに AWS Identity and Access Management 
(IAM) によるアクセスを許可します。次に、送信元の S3PutObjectGetObject バケットでユーザーがア
クションを実行できるようにする IAM ポリシーを宛先アカウントで作成します。最後に、copysyncコマ
ンドを実行して、送信元の S3 バケットからエクスポート先の S3 バケットにデータを転送します。

アカウントは S3 バケットにアップロードするオブジェクトを所有します。複数のアカウントやリージョ
ンにまたがってオブジェクトをコピーする場合、コピー先のアカウントにコピーされたオブジェクトの所
有権が付与されます。オブジェクトの所有権は、そのアクセス制御リスト (ACL) をに変更することで変更
できますbucket-owner-full-control。ただし、ACL は複数のオブジェクトに対して管理するのが難
しい場合があるため、宛先アカウントにはプログラムによるクロスアカウント権限を付与することをお勧
めします。

前提条件と制限
• さまざまな AWS リージョンの 2 つのアクティブな AWS アカウント
• ソースアカウントの既存の S3 バケット。 
• ソースまたはエクスポート先の Amazon S3 バケットでデフォルトの暗号化が有効である場合は、AWS 

Key Management Service (AWS KMS) のKey Management Service (AWS KMS) のKey Management 
Service (AWS KMS) のKey Management Service 詳細については、このトピックに関する AWS re: Post 
の記事を参照してください。 

• クロスアカウントのアクセス許可に精通している。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• Amazon S3
• IAM
• AWS CLI 

Tools
• Amazon Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service) は

クラウドベースのオブジェクトストレージサービスであり、任意の量のデータを保存、保護、および取
得できます。
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ベストプラクティス

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サー
ビスとやり取りするためのオープンソースツールです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかをコントロールし
て、AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。

ベストプラクティス
• IAM でのセキュリティのベストプラクティス
• 最小特権を適用する

叙事詩
ソースアカウントで S3 バケットポリシーを作成してアタッチする

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットポリシーを作成して
アタッチします。

ソースアカウントの AWS マネジ
メントコンソールにサインイン
し、Amazon S3 コンソールを開
きます。ソース S3 バケットを選
択し、[権限] を選択します。[バ
ケットポリシー] で [編集] を選択
し、次のバケットポリシーを貼
り付けます。[Save] (保存) を選
択します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "DelegateS3Access", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            
 "Principal": {"AWS": 
 "arn:aws:iam::<destination_account>:role/
<RoleName>"}, 
            "Action": 
 ["s3:ListBucket","s3:GetObject"], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::awsexamplesourcebucket/
*", 
                
 "arn:aws:s3:::awsexamplesourcebucket" 
            ] 
        } 
    ]
}

このリソースベースのポリシー
により、S3MigrationRole宛
先ロールはソースアカウントの 

クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
S3 オブジェクトにアクセスでき
ます。

注:宛先アカウントの AWS アカ
ウント ID を必ず含め、要件に
応じてバケットポリシーテンプ
レートを設定してください。

送信先 S3 バケットの設定

タスク 説明 必要なスキル

送信先 S3 バケットを作成しま
す。

送信先アカウントの AWS マネジ
メントコンソールにサインイン
し、Amazon S3 コンソールを開
き、[Create bucket (バケットの
作成)] を選択します。要件に応じ
て S3 バケットを作成します。詳
細については、Amazon S3 imple 
ドキュメントの「バケットの作
成」を参照してください。 

クラウド管理者

IAM ユーザーとロールの作成

タスク 説明 必要なスキル

IAM ユーザーを作成し、アクセ
スキーを取得します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルからプログラムによるアク
セス権を持つ IAM ユーザー
を作成します。詳細な手順に
ついては、IAM ドキュメント
の「IAM ユーザーの作成」を
参照してください。このユー
ザーにはポリシーをアタッチ
する必要はありません。

2. このユーザーのアクセスキー
とシークレットキーを生成し
ます。手順については、AWS 
ドキュメントの「AWS アカウ
ントとアクセスキー」を参照
してください。

AWS DevOps

IAM アイデンティティベースの
ポリシーを作成します。

S3MigrationPolicy次の権
限を使用して名前を付けた IAM 
ID ベースのポリシーを作成しま
す。詳細な手順については、IAM 
ドキュメントの「IAM ポリシー
の作成」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "s3:ListBucket", 
                
 "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::awsexamplesourcebucket", 
                
 "arn:aws:s3:::awsexamplesourcebucket/
*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "s3:ListBucket", 
                
 "s3:PutObject", 
                
 "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::awsexampledestinationbucket", 
                
 "arn:aws:s3:::awsexampledestinationbucket/
*" 
            ] 
        } 
    ]
}

この ID ベースのポリシーによ
り、このロールを引き受ける
ユーザーは、ソースバケットと
宛先バケットにアクセスできま
す。

注:ソースと宛先のバケット名を
適宜変更してください。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成します。 S3MigrationRole次の
信頼ポリシーを使用して
名前の IAM ロールを作成
し、S3MigrationPolicy以
前に作成したロールをアタッ
チします。詳細な手順について
は、IAM ドキュメントの「IAM
ユーザーにアクセス許可を委任
するロールの作成」を参照して
ください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": 
 "arn:aws:iam::<destination_account>:user/
<user_name>" 
            }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
        } 
    ]
}

この信頼ポリシーによ
り、新しく作成された 
IAMS3MigrationRole ユー
ザーは引き受けることを許可さ
れます。

注:信頼ポリシーの送信先 IAM 
ロールの Amazon リソースネー
ム (ARN) を適宜変更します。

AWS DevOps

送信先 S3 バケットにデータをコピーする

タスク 説明 必要なスキル

新しく作成したユーザー認証情
報で AWS CLI を設定します。

1. AWS CLI の最新リリースをイ
ンストールします。手順につ
いては、「AWS CLI のドキュ
メントの「AWS CLI の最新
バージョンをインストールま
たは更新する」を参照してく
ださい。

2. 作成したユーザーの AWS 
アクセスキーで CLI$ aws 
configure を実行して更新
します。詳細については、

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
「AWS CLI ドキュメントの
「設定と認証情報ファイル」
を参照してください。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

S3 マイグレーションロールを引
き受けます。

1. AWS CLIS3MigrationRole
を使用して以下を想定してく
ださい。

 aws sts assume-
role --role-arn 
 "arn:aws:iam::<destination_account>:role/
S3MigrationRole" --role-
session-name AWSCLI-
Session

このコマンドは、いくつ
かの情報を出力します。
認証情報ブロック内に
はAccessKeyId、SecretAccessKey、
およびが必要で
すSessionToken。
この例では、環境変
数RoleAccessKeyIDRoleSecretKey、
およびを使用していま
すRoleSessionToken。有
効期限フィールドのタイムス
タンプは UTC タイムゾーン
であることに注意してくださ
い。タイムスタンプは、IAM 
ロールの一時的な認証情報
がいつ期限切れになるかを
示します。一時的な認証情
報が期限切れになった場合
は、sts:AssumeRole API 
を再度呼び出す必要がありま
す。

2. IAM ロールを引き継ぐための
環境変数を 3 つ作成します。
これらの環境変数には、次の
出力が入力されます。

export 
 AWS_ACCESS_KEY_ID=RoleAccessKeyID
export 
 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=RoleSecretKey
export 
 AWS_SESSION_TOKEN=RoleSessionToken

3. 以下のコマンドを実行し
て、IAM ロールを引き受ける
ことを検証します。

aws sts get-caller-
identity

AWS 管理者
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
詳細については、「AWS ナレッ
ジセンター」を参照してくださ
い。

コピー元の S3 バケットからエク
スポート先の S3 バケットにデー
タをコピーして同期します。

S3MigrationRole役割を引き
受けたら、copy (cp) コマンドま
たは sync (sync) コマンドを使用
してデータをコピーできます。

コピー (詳細については AWS 
CLI コマンドリファレンスを参照
してください):

aws s3 cp s3:// DOC-EXAMPLE-
BUCKET-SOURCE / \ 
       s3:// DOC-EXAMPLE-
BUCKET-TARGET / \ 
      --recursive --source-
region SOURCE-REGION-NAME --
region DESTINATION-REGION-
NAME

同期 (詳細については、AWS CLI 
コマンドリファレンスをご覧く
ださい):

aws s3 sync s3:// DOC-
EXAMPLE-BUCKET-SOURCE / \
s3:// DOC-EXAMPLE-BUCKET-
TARGET / \
--source-region SOURCE-
REGION-NAME --region 
 DESTINATION-REGION-NAME

クラウド管理者

トラブルシューティング

問題 解決策

ListObjects オペレーションを呼び出すときにエ
ラーが発生しました (AccessDenied): アクセスが
拒否されました

• あなたがその役割を引き受けたことを確認して
くださいS3MigrationRole。

• aws sts get-caller-identity実行
して、使用されているロールを確認しま
す。出力にの ARN が表示されない場合
はS3MigrationRole、ロールを再実行して再
試行してください。

関連リソース
• S3 バケットの作成
• Amazon S3 バケットポリシーとユーザーポリシー
• IAM ID (ユーザー、グループ、ロール)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
S3 CloudFormation バケットをスタッ

クとして正常にインポートしました

• cp コマンド
• 同期コマンド

S3 バケットを AWS CloudFormation スタックとし
て正常にインポートしました

作成者:ラム・カンダスワミー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: クラウドネイティ
ブ; ストレージとバックアップ

AWS サービス: Amazon S3; 
AWS CloudFormation

概要
Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）バケットなどのAmazon Web Services（AWS）リソー
スを使用し、コードとしてのインフラストラクチャ（IaC）アプローチを使用したい場合は、リソースを 
AWS CloudFormation にインポートしてスタックとして管理できます。

このパターンは、S3 バケットを AWS CloudFormation スタックとして正常にインポートするための手順
を示しています。このパターンのアプローチを使用することで、S3 バケットを 1 回のアクションでイン
ポートした場合に発生する可能性のあるエラーを回避できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 既存の S3 バケットおよび S3 バケットポリシー。詳細については、AWS ナレッジセンターの「AWS 

Config ルール3-bucket-ssl-requests-only に準拠するには、どの S3 バケットポリシーを使用する必要が
ありますか?」を参照してください。

• 既存AWS Key Management Service (AWS KMS) キーとそのエイリアス。詳細については、AWS KMS 
ドキュメントの「エイリアスの使用」を参照してください。

• ローカルコンピューターにダウンロードされたサンプルCloudFormation-template-S3-bucket
AWS CloudFormation テンプレート (添付)。

アーキテクチャ

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーは JSON 形式または YAML 形式の AWS CloudFormation テンプレートを作成します。
2. テンプレートによって、AWS CloudFormation スタックが作成され、S3 バケットがインポートされま

す。
3. AWS CloudFormation スタックは、テンプレートで指定した S3 バケットを管理します。

テクノロジースタック

• AWS CloudFormation
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エピック

• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS KMS
• Amazon S3

Tools

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、計画に従い、再現性の高い方法で、AWS インフラ
ストラクチャデプロイを作成し、プロビジョニングします。

• AWS Identity and Access Management (IAM) — IAM は、AWS のサービスへのアクセスをセキュアに制
御するためのウェブサービスです。

• AWS KMS — AWS Key Management Service (AWS KMS) は、クラウド向けにスケールされた暗号化お
よびキー管理サービスです。

• Amazon S3 Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。

エピック
CMK ベースの暗号化を使用する S3 バケットを AWS CloudFormation スタックと
してインポートする

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットと CMK をインポー
トするテンプレートを作成しま
す。

ローカルコンピューターで、次
のサンプルテンプレートを使用
して S3 バケットと CMK をイン
ポートするテンプレートを作成
します。

AWSTemplateFormatVersion: 
 2010-09-09

Parameters: 

  bucketName: 

    Type: String

Resources: 

  S3Bucket: 

    Type: 'AWS::S3::Bucket' 

    DeletionPolicy: Retain 

    Properties: 

      BucketName: !Ref 
 bucketName 

      BucketEncryption: 

        
 ServerSideEncryptionConfiguration: 

          - 
 ServerSideEncryptionByDefault: 

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

              SSEAlgorithm: 
 'aws:kms' 

              
 KMSMasterKeyID: !GetAtt  

                - 
 KMSS3Encryption 

                - Arn 

  KMSS3Encryption: 

    Type: 'AWS::KMS::Key' 

    DeletionPolicy: Retain 

    Properties: 

      Enabled: true 

      KeyPolicy: !Sub |- 

        { 

            "Id": "key-
consolepolicy-3", 

            "Version": 
 "2012-10-17", 

            "Statement": [ 

                { 

                    
 "Sid": "Enable IAM User 
 Permissions", 

                    
 "Effect": "Allow", 

                    
 "Principal": { 

                        
 "AWS": ["arn:aws:iam::
${AWS::AccountId}:root"] 

                    }, 

                    
 "Action": "kms:*", 

                    
 "Resource": "*" 

                } 

                } 

            ] 
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

        } 

      EnableKeyRotation: 
 true

スタックを作成します。 1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS コン
ソールを開き、[スタックを表
示]、[スタックの作成] の順に
選択し、[既存のリソースを使
用 (リソースをインポート)] を
選択します。 CloudFormation

2. [テンプレートファイルをアッ
プロード] を選択し、前に作成
したテンプレートファイルを
アップロードします。

3. スタックの名前を入力し、要
件に応じて残りのオプション
を設定します。

4. [Create stack] を選択し、
スタックのステータス
がに変わるのを待ちま
すIMPORT_COMPLETE。

AWS DevOps
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

KMS キーエイリアスを作成しま
す。

1. AWS CloudFormation コン
ソールで [スタック] を選択
し、前に作成したスタックの
名前を選択し、[テンプレート] 
ペインを選択して、[View in 
Designer] を選択します。

2. Resourceテンプレートのセ
クションに次のスニペットを
追加し、[Create stack] を選
択してウィザードを完了しま
す。

KMSS3EncryptionAlias: 

    Type: 'AWS::KMS::Alias' 

    DeletionPolicy: Retain 

    Properties:  

    AliasName: alias/
S3BucketKey 

    TargetKeyId: !Ref 
 KMSS3Encryption

詳細については、AWS 
CloudFormation ドキュメントの
「AWS CloudFormation スタック
の更新」を参照してください。 
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットポリシーを含めるよ
うにスタックを更新する。

1. AWS CloudFormation コン
ソールで [スタック] を選択
し、前に作成したスタックの
名前を選択し、[テンプレート] 
ペインを選択して、[View in 
Designer] を選択します。

2. Resourceテンプレートのセ
クションに次のスニペットを
追加し、[Create stack] を選
択してウィザードを完了しま
す。

S3BucketPolicy: 

  Type: 
 'AWS::S3::BucketPolicy' 

  Properties: 

    Bucket: !Ref S3Bucket 

    PolicyDocument: !Sub |- 

      { 

                  "Version": 
 "2008-10-17", 

                  "Id": 
 "restricthttp", 

                  
 "Statement": [ 

                      { 

                          
 "Sid": "denyhttp", 

                          
 "Effect": "Deny", 

                          
 "Principal": { 

                             
  "AWS": "*" 

                          }, 

                          
 "Action": "s3:*", 

                          
 "Resource": ["arn:aws:s3:::
${S3Bucket}","arn:aws:s3:::
${S3Bucket}/*"], 

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
                         
 "Condition": { 

                             
  "Bool": { 

                             
      "aws:SecureTransport": 
 "false" 

                             
  } 

                          } 

                      } 

                  ] 

              }

[Note:] (メモ:) この S3 バケット
ポリシーには、安全ではない API 
呼び出しを制限する拒否ステー
トメントがあります。 

キーポリシーを更新する。 1. AWS CloudFormation コン
ソールで [スタック] を選択
し、前に作成したスタックの
名前を選択し、[テンプレート] 
ペインを選択して、[View in 
Designer] を選択します。

2. 管理者が CMK を管理できる
ようにするキーポリシーを含
めるように、テンプレートの 
KMS リソースを変更します。

3. [スタックの作成] を選択し、
[次へ] を選択して、必要に応
じてウィザードを完了しま
す。

詳細については、AWS KMS ド
キュメントの「AWS KMS での
キーポリシーの使用」および
「キー管理者による CMK の管理
を許可する」を参照してくださ
い。

AWS 管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

リソースレベルのタグを追加し
ます。

1. AWS CloudFormation コン
ソールで [スタック] を選択
し、前に作成したスタックの
名前を選択し、[テンプレート] 
ペインを選択して、[View in 
Designer] を選択します。

2. テンプレートの Amazon 
S3Properties リソースセク
ションに次のスニペットを追
加し、[Create stack] を選択し
てウィザードを完了します。

Tags: 

  - Key: createdBy 

    Value: Cloudformation

AWS DevOps

関連リソース
• 既存リソースの AWS CloudFormation 管理への取り込み
• AWS re: Invent 2017: AWS の詳細 CloudFormation (ビデオ)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

その他のパターン
• ある AWS アカウントの AWS CodeCommit リポジトリを別のアカウントの SageMaker Studio に関連付

ける (p. 1084)
• AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化す

る (p. 1153)
• aws-nuke を使用して AWS リソースの削除を自動化する (p. 1156)
• AWS を使用して AppStream 2.0 リソースの作成を自動化 CloudFormation (p. 918)
• CI/CD パイプラインを使用して Java アプリケーションを自動的にビルドして Amazon EKS にデプロイ

する (p. 236)
• Python を使用して AMS で RFC を自動的に作成する (p. 2312)
• AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して Amazon RDS DB インスタンスを自動的に

停止および起動する (p. 1169)
• Amazon EC2 Auto Scaling とSystems Manager を使用して Micro Focus エンタープライズサーバー 

PAC を構築 (p. 2044)
• AWS Lambda 拡張機能を使用してシークレットをキャッシュする (p. 2087)
• サーバーレスアプローチで AWS のサービスを連結 (p. 2644)
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その他のパターン

• 起動時に EC2 インスタンスに必須タグがないか確認する (p. 970)
• AWS での VMware NetBackup クラウド向けにベリタスを設定 (p. 2722)
• Session Manager を使用した Amazon EC2 インスタンスへのConnect (p. 974)
• Amazon CloudWatch 異常検知を使用してカスタムメトリックスのアラームを作成する (p. 1182)
• Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステムを

マウントします。 (p. 251)
• Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインを自動的に作成 (p. 768)
• AWS Copilot を使用してクラスター化されたアプリケーションを Amazon ECS にデプロイす

る (p. 293)
• React ベースのシングルページアプリケーションを Amazon S3 にデプロイし、 CloudFront (p. 2752)
• Amazon EKS クラスターをデプロイおよびデバッグする (p. 307)
• Elastic Beanstalk を使用してコンテナをデプロイする (p. 327)
• コンテナイメージで Lambda 関数をデプロイする (p. 280)
• 起動時に Amazon RDS データベースの自動タグ付けを強制する (p. 539)
• オンデマンドキャパシティの DynamoDB テーブルのコストを見積もる (p. 543)
• Amazon Personalize を使用して、パーソナライズおよび再ランク付けされたレコメンデーションを生成

する (p. 1112)
• AWS Glue ジョブと Python を使用してテストデータを生成する (p. 38)
• AWS KMS キーのキー状態が変更されたときに Amazon SNS 通知を受け取る (p. 991)
• DynamoDB のタグ付けを強制するのに役立ちます (p. 562)
• Amazon Kinesis Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合に識別して警告す

る (p. 1150)
• AWS Step Functions を使用してサーバーレスサガパターンを実装する (p. 2139)
• AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、および DevOps OU にわたる Amazon 

Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。 (p. 1189)
• EC2 Windows インスタンスを取り込んで AWS Managed Services アカウントに移行する (p. 1501)
• 複数の AWS アカウントと AWS リージョンで AWS Service Catalog 製品を管理 (p. 1204)
• AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB 

に移行する (p. 1324)
• DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホストゾーンに一括移行する (p. 2282)
• AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for Oracle に移行しま

す。 (p. 611)
• Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化を監視する (p. 2529)
• Amazon EMR クラスターの起動時に転送中の暗号化を監視する (p. 2525)
• ElastiCache セキュリティグループのクラスターを監視 (p. 2537)
• マルチリージョン、マルチアカウントの組織で AWS CloudFormation ドリフト検知を設定 (p. 1186)
• C# と AWS CDK を使用したサイロモデルの SaaS アーキテクチャでのテナントオンボーディン

グ (p. 2212)
• を使用して AWS IAM アイデンティティセンターから AWS CLI 認証情報を更新する 

PowerShell (p. 2574)
• Terraform GuardDuty を使用して組織の Amazon を自動的に有効化する (p. 2594)
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コンテナとマイクロサービス
トピック

• AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用して Amazon ECS 上のコンテナアプリケーション
にプライベートにアクセスする (p. 189)

• AWS Fargate、AWS、およびNetwork Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナアプリ
ケーションにプライベートにアクセスします。 PrivateLink (p. 199)

• AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用して Amazon EKS でコンテナアプリケーションに
プライベートにアクセスする (p. 208)

• Amazon EKS の AWS プライベート CA を使用して AWS App Mesh で mTLS をアクティベートす
る (p. 213)

• AWS Batch を使用して Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスのバックアップを自動化す
る (p. 218)

• CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS でのノード終了ハンドラーのデプロイを自動化す
る (p. 226)

• CI/CD パイプラインを使用して Java アプリケーションを自動的にビルドして Amazon EKS にデプロ
イする (p. 236)

• Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステム
をマウントします。 (p. 251)

• Terraform と Python を使用して Fargate を使用して Amazon EKS に CoreDNS を自動的にデプロイし
ます (p. 254)

• AWS Fargate を使用して Java マイクロサービスを Amazon ECS にデプロイする (p. 260)
• Amazon ECR と AWS Fargate を使用して Java マイクロサービスを Amazon ECS にデプロイしま

す (p. 264)
• Amazon ECR とロードバランシングを使用して Java マイクロサービスを Amazon ECS にデプロイし

ます (p. 270)
• Amazon EKS と Amazon S3 の Helm チャートリポジトリを使用して Kubernetes リソースとパッケー

ジをデプロイします。 (p. 273)
• コンテナイメージで Lambda 関数をデプロイする (p. 280)
• サンプル Java マイクロサービスを Amazon EKS にデプロイし、Application Load Balancer を使用し

てマイクロサービスを公開します。 (p. 285)
• AWS Copilot を使用してクラスター化されたアプリケーションを Amazon ECS にデプロイす

る (p. 293)
• gRPC ベースのアプリケーションを Amazon EKS クラスターにデプロイし、Application Load 

Balancer を使用してアクセスする (p. 300)
• Amazon EKS クラスターをデプロイおよびデバッグする (p. 307)
• Elastic Beanstalk を使用してコンテナをデプロイする (p. 327)
• Lambda 関数、Amazon VPC、およびサーバーレスアーキテクチャを使用して静的アウトバウンド IP 

アドレスを生成する (p. 331)
• Kubernetes を使用して Amazon EKS ワーカーノードに SSM エージェントをインストールします 

DaemonSet (p. 340)
• を使用して SSM CloudWatch エージェントと Amazon EKS ワーカーノードにエージェントをインス

トールします preBootstrapCommands (p. 343)
• AWS App2Container で生成された Docker イメージを最適化 (p. 348)
• ノードアフィニティ、テイント、トレレーションを使用して Kubernetes ポッドを Amazon EKS に配

置します (p. 354)
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Amazon ECS のコンテナアプリケーションにアクセスする

• フィルター処理された Amazon ECR コンテナイメージをアカウントまたはリージョン間で複製す
る (p. 365)

• コンテナを再起動せずにデータベースの認証情報を更新する (p. 376)
• Amazon ECS Anywhere を使用して Amazon ECS WorkSpaces タスクをアマゾンで実行す

る (p. 381)
• Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET コアウェブ API Docker コンテナを実行する (p. 387)
• AWS Fargate を使用してメッセージ主導型のワークロードを大規模に実行 (p. 395)
• Amazon EFS on Amazon EKS と AWS Fargate を使用して、永続的なデータストレージを使用してス

テートフルワークロードを実行する (p. 400)
• その他のパターン (p. 411)

AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用
して Amazon ECS 上のコンテナアプリケーション
にプライベートにアクセスする

キランクマール・チャンドラシェカール (AWS) によって作成されました

環境: 本番稼働用 テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、ネットワーク、セ
キュリティ、ID、コンプライア
ンス、ウェブサイトとウェブア
プリ

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon EC2; 
Amazon EC2 Auto Scaling; AWS 
EC2 Container Registry; Amazon 
EFS; Amazon RDS; Amazon 
VPC; Amazon ECS; Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Lambda

概要
このパターンは、Network Load Balancer の背後にある Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 
で Docker コンテナアプリケーションをプライベートにホストし、AWS を使用してアプリケーションに
アクセスする方法を示しています PrivateLink。その後、プライベートネットワークを使用して、Amazon 
Web Services (AWS) クラウド上のサービスに安全にアクセスできます。Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) は、Amazon ECS で実行されているアプリケーションのリレーショナルデータ
ベースを高可用性 (HA) でホストします。Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、Application 
Storage が必要な場合に使用されます。

Docker アプリケーションを実行する Amazon ECS サービスは、フロントエンドにNetwork Load Balancer 
を備えており、仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントに関連付けて AWS 経由でアクセスでき
ます PrivateLink。この VPC エンドポイントサービスは、VPC エンドポイントを使用して他の VPC と共
有できます。 

Amazon EC2 Auto Scaling グループの代わりに AWS Fargate を使用することもできます。詳細について
は、「AWS Fargate、AWS、およびNetwork Load Balancer を使用して Amazon ECS 上のコンテナアプリ
ケーションに非公開でアクセスする」を参照してください。 PrivateLink                          
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Linux、macOS、または Windows にインストールおよび設定されている AWS Command Line Interface 

(AWS CLI) バージョン 2
• Docker は、Linux、macOS、または Windows にインストールおよび設定されています
• Docker 上で動作するアプリケーション

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• アマゾン CloudWatch
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon EC2 Auto Scaling
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon ECS
• Amazon RDS
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Lambda
• AWS PrivateLink
• AWS Secrets Manager
• Application Load Balancer
• Network Load Balancer
• VPC

自動化とスケーリング

• AWS CloudFormation では、「コードとしてのインフラストラクチャ」を使用してこのパターンを作成
できます。

Tools
• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコ

ンピューティング容量を提供します。
• Amazon EC2 Auto Scaling-Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションの負荷を処理するために適

切な数の Amazon EC2 インスタンスが利用可能であることを確実にするために役立ちます。
• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナを簡単に

実行、停止、管理できる非常にスケーラブルで高速なコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコン
テナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナ
コンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコン
テナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナ
コンテナコンテナコンテナコンテナ
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エピック

• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、安全性と信頼性に優れたスケー
ラブルなマネージド AWS コンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコン
テナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナ
コンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナコンテナ

• Amazon EFS — Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドサービスとオンプレミス
リソースで使用できる、シンプルでスケーラブルな、フルマネージドされた伸縮自在な NFS ファイルシ
ステムを提供します。

• AWS Lambda-Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコン
ピューティングサービスです。

• Amazon RDS — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショ
ナルデータベースを簡単にセットアップ、および運用し、スケーリングすることのできるウェブサービ
スです。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。
また、ウェブスケールのコンピューティングを開発者が簡単に利用できるよう設計されています。

• AWS Secrets Manager — Secrets Manager への API コールをプログラムで取得することで、Secrets 
Manager への API コールを提供することで、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含
む) を置き換えることができます。

• Amazon VPC — Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワー
ク内で AWS リソースを起動できます。

• Elastic Load Balancing-Elastic Load Balancing は、受信したアプリケーションまたはネットワークトラ
フィックを複数のアベイラビリティーゾーンの複数のターゲット (Amazon EC2 インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) に分散させます。

• Docker — Docker は、開発者があらゆるアプリケーションを軽量、ポータブル、かつ自給自足のコンテ
ナとして梱包、出荷、実行できるように支援します。

エピック
Network コンポーネントの作成

タスク 説明 必要なスキル

VPC を作成します。 1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソールを開きま
す。[VPC の作成] を選択し、
[VPC] などを選択します。 

2. VPC の名前を入力し、適切な 
CIDR ブロック範囲を選択しま
す。 

3. 2 つのアベイラビリティー
ゾーン、2 つのパブリックサ
ブネット、4 つのプライベー
トサブネットを指定します。2 
つのプライベートサブネッ
トは Amazon ECS タスク用
で、2 つのプライベートサブ
ネットは Amazon RDS データ
ベース用です。

4. アベイラビリティーゾーンご
とに 1 つの NAT ゲートウェイ
を指定します。 

5. [VPC の作成] を選択します。

クラウド管理者
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/what-is-ecr.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html
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https://www.docker.com/
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エピック

ロードバランサーを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Network Load Balancer を作成し
ます。

1. Amazon EC2 コンソールを
開き、VPC が含まれている 
AWS リージョンを選択しま
す。 

2. [負荷分散] で [ロードバラン
サー] を選択し、[ロードバ
ランサーの作成] を選択しま
す。 

3. [Network Load Balancer] を選
択し、[作成] を選択します。 

4. 「ロードバランサーの設定」
ページで、Network Load 
Balancer とリスナーを設定
します。 重要: ネットワーク
ロードバランサーのスキーム
を [内部] として選択してくだ
さい。 

5. 該当するセキュリティ設定を
選択し、セキュリティグルー
プとターゲットグループを設
定します。「ルーティングの
設定」セクションで、ター
ゲットタイプとして「インス
タンス」または「IP」を選択
します。ターゲットを登録し
ないでください。 

6. すべての設定が完了したら、
[次へ] を選択します。確認し
て、[作成] を選択します。

クラウド管理者

Application Load Balancer を作成
します。

1. Amazon EC2 コンソール
で、VPC を含む同じリージョ
ンを選択します。

2. [負荷分散] で [ロードバラン
サー] を選択し、[ロードバラ
ンサーの作成] を選択します。

3. [Application Load Balancer] 
を選択し、[作成] を選択しま
す。 

4. Application Load Balancer と
そのリスナーを設定します。
重要: アプリケーションロード
バランサーのスキームは、必
ず Internal として選択してく
ださい。 

5. 該当するセキュリティ設定を
選択し、セキュリティグルー
プとターゲットグループを設
定します。「ルーティングの
設定」セクションで、ター

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
ゲットタイプとして「インス
タンス」または「IP」を選択
します。ターゲットを登録し
ないでください。 

6. すべての設定が完了したら、
[次へ] を選択します。確認し
て、[作成] を選択します。

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EFS ファイルシステム
を作成します。

1. Amazon EFS コンソールを開
き、[ファイルシステムの作成] 
を選択します。 

2. ファイルシステムの作成ダ
イアログボックスで、ファ
イルシステムの名前を入力
し、VPC を選択します。 

3. ファイルシステムを作成する
には、[Create] (作成) を選択
します。 

4. Amazon EFS ファイルシステ
ムのセットアップと設定しま
す。

クラウド管理者

サブネットのターゲットをマウ
ントします。

1. Amazon EFS コンソールに戻
り、[ファイルシステム] を選
択します。ファイルシステム
ページには、アカウント内の 
Amazon EFS ファイルシステ
ムが表示されます。 

2. 作成したファイルシステムを
選択し、[Manage] を選択し
てアベイラビリティーゾーン
を表示します。マウントター
ゲットを追加するには、[マウ
ントターゲットの追加] を選
択し、作成した 4 つのプライ
ベートサブネットを追加しま
す。

クラウド管理者

サブネットがターゲットとして
マウントされていることを確認
します。

1. Amazon EFS コンソールで、
[ファイルシステム] を選択し
ます。 

2. [Network(ネットワーク)]を選
択して、既存のマウントター
ゲットのリストを表示しま
す。これらには、作成した 4 
つのサブネットが含まれてい
ることを確認してください。

クラウド管理者
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S3 バケットの作成

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 Amazon S3 コンソールを開き、
必要に応じてアプリケーション
の静的アセットを保存する S3 バ
ケットを作成します。

クラウド管理者

Secrets Manager シークレットを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Secrets Manager シークレットを
暗号化する AWS KMS キーを作
成します。

AWS Key Management Service 
(AWS KMS) コンソールを開
き、KMS キーを作成します。

クラウド管理者

Amazon RDS パスワードを保
存する Secrets Manager シーク
レットを作成します。

1. AWS Secrets Manager コン
ソールを開き、[新しいシーク
レットを保存] を選択して新
しいシークレットを作成しま
す。 

2. 作成した KMS キーを選択し、
新しいシークレットを保存し
ます。

クラウド管理者

Amazon RDS インスタンスの作成

タスク 説明 必要なスキル

DB サブネットグループを作成し
ます。

1. Amazon RDS コンソールを開
き、[サブネットグループ] を
選択します。 

2. [Create DB サブネットグルー
プの作成] を選択し、DB サブ
ネットグループの名前と説明
を入力します。 

3. 前の手順で作成した VPC を
選択し、アベイラビリティ
ゾーンとサブネットを選択し
ます。次に [作成] を選択しま
す。

クラウド管理者

Amazon RDS インスタンスを作
成します。

プライベートサブネット内に 
Amazon RDS インスタンスを作
成して設定します。HA のマルチ 
AZ がオンになっていることを確
認します。

クラウド管理者

Amazon RDS インスタンスに
データをロードします。

アプリケーションに必要なリ
レーショナルデータを Amazon 
RDS インスタンスにロードし

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ます。このプロセスは、アプ
リケーションのニーズ、およ
びデータベーススキーマの定義
と設計の方法によって異なりま
す。

Amazon ECS コンポーネントの作成

タスク 説明 必要なスキル

ECS クラスターを作成します。 1. Amazon ECS コンソールを
開き、[クラスタ] を選択しま
す。

2. [クラスターの作成] を選択
し、必要な仕様に従って ECS 
クラスターを設定します。

クラウド管理者

Docker イメージを作成します。 関連リソースセクションの指示
に従って Docker イメージを作成
します。

クラウド管理者

Amazon ECR リポジトリを作成
します。

1. Amazon ECR コンソールで、
[リポジトリ] を選択します。 

2. [リポジトリの作成] を選択
し、リポジトリに固有の名前
を入力します。 

3. 必要に応じて AWS KMS 暗号
化を含め、仕様に従ってリポ
ジトリを設定します。

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

Amazon ECR リポジトリの 
Docker クライアントを認証しま
す。

Amazon ECR リポジトリの 
Docker クライアントを認証する
には、AWS CLI で「aws ecr 
get-login-passwordコマン
ド」を実行します。

クラウド管理者

Docker イメージを Amazon ECR 
リポジトリにプッシュします。

1. プッシュする Docker イメー
ジを特定し、AWS CLIdocker 
images でコマンドを実行し
ます。 

2. Amazon ECR レジストリ、リ
ポジトリ、およびオプション
のイメージタグ名を組み合わ
せたタグをイメージに付与し
ます。 

3. docker pushコマンドを実行
して Docker イメージをプッ
シュします。 

4. 必要なすべてのイメージにつ
いて、同様のステップを繰り
返します。

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECS タスク定義の作成 Amazon ECSで Docker コンテナ
を実行するには、タスク定義が
必要です。 

1. Amazon ECS コンソールに戻
り、[タスク定義] を選択して
から、[新しいタスク定義の作
成] を選択します。 

2. [Select compatibilities] (互換性
の選択) ページで、タスクが使
用する起動タイプを選択した
上で、[Next step] (次のステッ
プ) を選択します。

タスク定義の設定方法について
は、「関連リソース」セクショ
ンの「タスク定義の作成」を参
照してください。 重要: Amazon 
ECR にプッシュした Docker イ
メージを必ず提供してくださ
い。

クラウド管理者

Amazon ECS サービスを作成す
る

前に作成した ECS クラスターを
使用して Amazon ECS サービス
を作成します。起動タイプとし
て Amazon EC2 を選択し、前の
ステップで作成したタスク定義
とApplication Load Balancer の
ターゲットグループを選択して
ください。

クラウド管理者

Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成する

タスク 説明 必要なスキル

起動設定を作成します。 Amazon EC2 コンソールを開
き、起動設定を作成します。
ユーザーデータに、EC2 インス
タンスが目的の ECS クラスター
に参加できるようにするコード
が含まれていることを確認して
ください。必要なコードの例に
ついては、「関連リソース」セ
クションを参照してください。

クラウド管理者

Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループを作成します。

Amazon EC2 コンソールに
戻り、[Auto Scaling] で [Auto
Scaling グループ] を選択しま
す。Amazon EC2 Auto Scaling 
グループを設定します。必ず、
以前に作成したプライベートサ

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
ブネットと起動設定を選択して
ください。

AWS のセットアップ PrivateLink

タスク 説明 必要なスキル

AWS PrivateLink エンドポイント
を設定します。

1. Amazon VPC コンソール
で、AWS PrivateLink エンド
ポイントを作成します。 

2. このエンドポイントをNetwork 
Load Balancer に関連付ける
と、Amazon ECS でホストさ
れているアプリケーションを
顧客が非公開で使用できるよ
うになります。 

詳細については、「関連リソー
ス」セクションを参照してくだ
さい。

クラウド管理者

VPC エンドポイントの作成

タスク 説明 必要なスキル

VPC エンドポイントを作成しま
す。

前に作成した AWS エンドポイン
トの VPC PrivateLink エンドポ
イントを作成します。VPC エン
ドポイントの完全修飾ドメイン
名 (FQDN) は、AWS PrivateLink 
エンドポイント FQDN を指しま
す。これにより、DNS エンドポ
イントがアクセスできる VPC エ
ンドポイントサービスへのelastic 
network interface が作成されま
す。

クラウド管理者

Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数を作成する AWS Lambda コンソール
で、Network Load Balancer の
ターゲットとしてApplication 
Load Balancer の IP アドレスを
更新する Lambda 関数を作成し
ます。詳細については、「関連
リソース」セクションの「アプ
リケーションロードバランサー

アプリケーションデベロッパー
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
での静的 IP アドレスの使用」ブ
ログ投稿を参照してください。

関連リソース
ロードバランサーを作成します。

• Network Load Balancer の作成
• Application Load Balancer の作成

Amazon EFS ファイルシステムの作成:

• Amazon EFS ファイルシステムの作成
• Amazon EFS でマウントターゲットを作成する

S3 バケットの作成:

• S3 バケットを作成する

Secrets Manager シークレットの作成:

• AWS KMS でキーを作成する
• AWS Secrets Manager でシークレットを作成する

Amazon RDS インスタンスを作成します。

• Amazon RDS DB インスタンスの作成

Amazon ECS コンポーネントを作成します。

• Amazon ECS クラスターを作成する
• Docker イメージを作成する
• Amazon ECR リポジトリの作成
• Amazon ECR リポジトリを使用して Docker を認証する
• Amazon ECR リポジトリへのイメージのプッシュ
• Amazon ECS タスク定義の作成
• Amazon ECS サービスを作成する

Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。

• 起動設定を作成する
• 起動設定を使用して Auto Scaling グループを作成する
• Amazon EC2 ユーザーデータを使用してコンテナインスタンスをブートストラップする

AWS のセットアップ PrivateLink:

• VPC エンドポイントサービス (AWS PrivateLink)
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AWS Fargate 起動タイプを使用して Amazon ECS 

上のコンテナアプリケーションにアクセスする

VPC エンドポイントの作成:

• インターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

Lambda 関数を作成します。

• Lambda 関数を作成する

その他のリソース:

• アプリケーションロードバランサーへの固定 IP アドレスの使用
• AWS 経由でサービスに安全にアクセスする PrivateLink

AWS Fargate、AWS、およびNetwork Load 
Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ
アプリケーションにプライベートにアクセスしま
す。 PrivateLink

キランクマール・チャンドラシェカール (AWS) によって作成されました

環境: 本番稼働用 テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、ネットワーク、セ
キュリティ、ID、コンプライア
ンス、ウェブサイトとウェブア
プリ

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: AWS EC2 
Container Registry、Amazon 
ECS、Amazon EFS、Amazon 
RDS、Amazon VPC、Elastic 
Load Balancing (ELB)、AWS 
Lambda

概要
このパターンは、AWS Fargate 起動タイプの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用
して、Network Load Balancer の背後にある Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用し
てAmazon Web Services (AWS) クラウド上で Docker コンテナアプリケーションをプライベートにホ
ストし、AWS を使用してアプリケーションにアクセスする方法を示しています PrivateLink。Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) は、Amazon ECS で実行されるアプリケーション用のリレー
ショナルデータベースを高可用性 (HA) でホストします。Application Amazon Elastic File System (Amazon 
EFS) を使用できます。

このパターンでは、Docker アプリケーションを実行する Amazon ECS サービスに Fargate 起動タイプを
使用し、フロントエンドにはNetwork Load Balancer を使用します。その後、AWS 経由でアクセスできる
ように Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントに関連付けることができます PrivateLink。この VPC エ
ンドポイントサービスは、VPC エンドポイントを使用して他の VPC と共有できます。
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
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前提条件と制限

Fargate を Amazon ECS で使用すると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのク
ラスターを管理することなくコンテナを実行できます。Fargate の代わりに Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループを使用することもできます。詳細については、「AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用
して Amazon ECS でコンテナアプリケーションに非公開でアクセスする」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Linux、macOS、または Windows にインストールおよび設定されている AWS Command Line Interface 

(AWS CLI) バージョン 2
• Docker、Linux、macOS、または Windows にインストールおよび設定されている
• Docker 上で動作するアプリケーション

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• アマゾン CloudWatch
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon ECS
• Amazon EFS
• Amazon RDS
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Fargate
• AWS Lambda
• AWS PrivateLink
• AWS Secrets Manager
• Application Load Balancer
• Network Load Balancer
• VPC

自動化とスケーリング

• AWS CloudFormation では、「コードとしてのインフラストラクチャ」を使用してこのパターンを作成
できます。

Tools
• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナを簡単に

実行、停止、管理できる非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。
• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、信頼性を備えた

マネージド AWS コンテナイメージレジストリサービスです。
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叙事詩

• Amazon EFS — Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドサービスとオンプレミス
リソースで使用できる、シンプルでスケーラブルな、フルマネージドされた伸縮自在な NFS ファイルシ
ステムを提供します。

• AWS Fargate — AWS Fargate は、Amazon ECSで使用できるテクノロジーであり、サーバーやAmazon 
EC2インスタンスのクラスターを管理することなくコンテナを実行できます。

• AWS Lambda — Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコン
ピューティングサービスです。

• Amazon RDS — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショ
ナルデータベースを簡単にセットアップ、運用、スケーリングできるウェブサービスです。

• Amazon S3 — Amazon Simple Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレー
ジです。また、ウェブスケールのコンピューティングを開発者が簡単に利用できるよう設計されていま
す。

• AWS Secrets Manager — Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パ
スワードを含む) を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取
得できるようになります。

• Amazon VPC — Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワー
ク内で AWS リソースを起動できます。

• Elastic Load Balancing — Elastic Load Balancing (ELB) は、受信したアプリケーションまたはネット
ワークトラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンの複数のターゲット (EC2 インスタンス、コン
テナ、IP アドレスなど) に分散させます。

• Docker — Dockerは、開発者が軽量でポータブルで自給自足のコンテナとして、あらゆるアプリケー
ションを簡単にパッケージ化、出荷、実行できるように支援します。

叙事詩
ネットワーキングコンポーネントの作成

タスク 説明 必要なスキル

VPC を作成します。 1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソールを開きま
す。[VPC の作成] を選択し、
[VPC] などを選択します。 

2. VPC の名前を入力し、適切な 
CIDR ブロック範囲を選択しま
す。

3. 2 つのアベイラビリティー
ゾーン、2 つのパブリックサ
ブネット、4 つのプライベー
トサブネットを指定します。2 
つのプライベートサブネッ
トは Amazon ECS タスク用
で、2 つのプライベートサブ
ネットは Amazon RDS データ
ベース用です。

4. アベイラビリティーゾーンご
とに 1 つの NAT ゲートウェイ
を指定します。

5. [VPC の作成] を選択します。

クラウド管理者
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叙事詩

ロードバランサーを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Network Load Balancer 1. Amazon EC2 コンソールを
開き、VPC が含まれている 
AWS リージョンを選択しま
す。 

2. [負荷分散] で [ロードバラン
サー] を選択し、[ロードバ
ランサーの作成] を選択しま
す。 

3. [Network Load Balancer] を選
択し、[作成] を選択します。 

4. 「ロードバランサーの設定」
ページで、Network Load 
Balancer とリスナーを設定
します。重要: ネットワーク
ロードバランサーのスキーム
を [内部] として選択してくだ
さい。 

5. 該当するセキュリティ設定を
選択し、セキュリティグルー
プとターゲットグループを設
定します。「ルーティングの
設定」セクションで、「ター
ゲットタイプ」として「IP」
を選択します。ターゲットを
登録しないでください。 

6. すべての設定が完了したら、
[次へ] を選択します。確認し
て、[作成] を選択します。

このストーリーやその他のス
トーリーに関するヘルプにつ
いては、「関連リソース」セク
ションを参照してください。

クラウド管理者

Application Load 
BBalBalBalBalBalB

1. Amazon EC2 コンソール
で、VPC を含む同じリージョ
ンを選択します。 

2. [負荷分散] で [ロードバラン
サー] を選択し、[ロードバ
ランサーの作成] を選択しま
す。 

3. [Application Load Balancer] 
を選択し、[作成] を選択しま
す。 

4. ApApplication Load Balancer 
el 重要: アプリケーションロー
ドバランサーのスキームは、
必ず Internal として選択して
ください。 

クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
5. 該当するセキュリティ設定を

選択し、セキュリティグルー
プとターゲットグループを設
定します。「ルーティングの
設定」セクションで、「ター
ゲットタイプ」として「IP」
を選択します。ターゲットを
登録しないでください。 

6. すべての設定が完了したら、
[次へ] を選択します。確認し
て、[作成] を選択します。

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EFS ファイルシステム
を作成します。

1. Amazon EFS コンソールを開
き、[ファイルシステムの作成] 
を選択します。 

2. ファイルシステムの作成 (ファ
イルシステムの作成) ダイアロ
グボックスで、ファイルシス
テムの名前を入力し、VPC を
選択します。 

3. ファイルシステムを作成する
には、[Create] (作成) を選択
します。 

4. Amazon EFS ファイルシステ
ムを設定します。

クラウド管理者

サブネットのターゲットをマウ
ントします。

1. Amazon EFS コンソールに
戻り、[ファイルシステム] を
選択します。ファイルシステ
ムページには、アカウント内
の Amazon EFS ファイルシス
テムが表示されます。 

2. 作成したファイルシステムを
選択し、[Manage] を選択して
アベイラビリティーゾーンを
表示します。 

3. マウントターゲットを追加す
るには、[マウントターゲット
の追加] を選択し、作成した 4 
つのプライベートサブネット
を追加します。

クラウド管理者

サブネットがターゲットとして
マウントされていることを確認
します。

1. Amazon EFS コンソールで、
[ファイルシステム] を選択し
ます。 

2. [Network(ネットワーク)]を選
択して、既存のマウントター
ゲットのリストを表示しま

クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
す。これらには、作成した 4 
つのサブネットが含まれてい
ることを確認してください。

S3 バケットの作成

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 Amazon S3 コンソールを開き、
必要に応じてアプリケーション
の静的アセットを保存する S3 バ
ケットを作成します。

クラウド管理者

Secrets Manager シークレットを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Secrets Manager シークレットを
暗号化する AWS KMS キーを作
成します。

AWS Key Management Service 
(AWS KMS) コンソールを開
き、KMS キーを作成します。

クラウド管理者

Amazon RDS パスワードを保
存する Secrets Manager シーク
レットを作成します。

1. AWS Secrets Manager コン
ソールを開き、[新しいシーク
レットを保存] を選択して新
しいシークレットを作成しま
す。 

2. 作成した KMS キーを選択し、
新しいシークレットを保存し
ます。

クラウド管理者

Amazon RDS インスタンスの作成

タスク 説明 必要なスキル

DB サブネットグループを作成し
ます。

1. Amazon RDS コンソールを開
き、[サブネットグループ] を
選択します。 

2. [Create DB サブネットグルー
プを作成する] を選択し、DB 
サブネットグループの名前と
説明を入力します。 

3. 前の手順で作成した VPC を
選択し、アベイラビリティー
ゾーンとサブネットを選択し
ます。次に [作成] を選択しま
す。

クラウド管理者

Amazon RDS インスタンスを作
成します。

プライベートサブネット内に 
Amazon RDS インスタンスを
作成して設定します。高可用性 

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
(HA) のため、マルチ AZ がオン
になっていることを確認してく
ださい。

Amazon RDS インスタンスに
データを読み込みます。

アプリケーションに必要なリ
レーショナルデータを Amazon 
RDS インスタンスにロードし
ます。このプロセスは、アプ
リケーションのニーズ、およ
びデータベーススキーマの定義
と設計の方法によって異なりま
す。

DBA

Amazon ECS コンポーネントの作成

タスク 説明 必要なスキル

ECS クラスターを作成します。 1. Amazon ECS コンソールを開
き、[Clusters] (クラスター) を
選択します。 

2. [クラスターの作成] を選択
し、必要な仕様に従って ECS 
クラスターを設定します。

クラウド管理者

Docker イメージを作成します。 関連リソースセクションの指示
に従って Docker イメージを作成
します。

クラウド管理者

Amazon ECR リポジトリを作成
します。

1. Amazon ECR コンソールを開
き、[リポジトリ] を選択しま
す。 

2. [リポジトリの作成] を選択
し、リポジトリに固有の名前
を入力します。 

3. 必要に応じて AWS KMS 暗号
化を含め、仕様に従ってリポ
ジトリを設定します。

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

Docker イメージを Amazon ECR 
リポジトリにプッシュします。

1. プッシュする Docker イメー
ジを特定し、AWS CLIdocker 
images でコマンドを実行し
ます。 

2. Amazon ECR レジストリ、リ
ポジトリ、およびオプション
のイメージタグ名を組み合わ
せたタグをイメージに付与し
ます。 

3. docker pushコマンドを実行
して Docker イメージをプッ
シュします。 

4. 必要なすべてのイメージにつ
いて同様のステップを繰り返
します。

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECS タスク定義の作成 Amazon ECSで Docker コンテナ
を実行するには、タスク定義が
必要です。 

1. Amazon ECS コンソールに戻
り、[タスク定義] を選択して
から、[新しいタスク定義の作
成] を選択します。 

2. [Select compatibilities] (互換性
の選択) ページで、タスクが使
用する起動タイプを選択した
上で、[Next step] (次のステッ
プ) を選択します。

タスク定義の設定方法について
は、「関連リソース」セクショ
ンの「タスク定義の作成」を参
照してください。重要: Amazon 
ECR にプッシュした Docker イ
メージを必ず提供してくださ
い。

クラウド管理者

ECS サービスを作成し、起動タ
イプとして Fargate を選択しま
す。

1. 前に作成した ECS クラスター
を使用して Amazon ECS サー
ビスを作成します。起動タイ
プとして Fargate を選択して
ください。

2. 前のステップで作成したタス
ク定義を選択し、Application 
Load Balancer

クラウド管理者

AWS の設定 PrivateLink

タスク 説明 必要なスキル

AWS PrivateLink エンドポイント
を設定します。

1. Amazon VPC コンソールを開
き、AWS PrivateLink エンド
ポイントを作成します。 

2. このエンドポイントをNetwork 
Load Balancer に関連付ける
と、Amazon ECS でホストさ
れているアプリケーションを
顧客が非公開で使用できるよ
うになります。 

詳細については、「関連リソー
ス」セクションを参照してくだ
さい。

クラウド管理者
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関連リソース

VPC エンドポイントの作成

タスク 説明 必要なスキル

VPC エンドポイントを作成しま
す。

前に作成した AWS エンドポイ
ントの VPC PrivateLink エンド
ポイントを作成します。VPC エ
ンドポイントの完全修飾ドメイ
ン名 (FQDN) は AWS PrivateLink 
エンドポイント FQDN を指しま
す。これにより、ドメインネー
ムサービスのエンドポイントが
アクセスできる VPC エンドポイ
ントサービスへのelastic network 
interface が作成されます。

クラウド管理者

Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数を作成する Lambda コンソールを開
き、Network Load Balancer の
ターゲットとしてApplication 
Load Balancer の IP アドレスを
更新する Lambda 関数を作成し
ます。詳細については、「関連
リソース」セクションの「アプ
リケーションロードバランサー
での静的 IP アドレスの使用」ブ
ログ投稿を参照してください。

アプリケーションデベロッパー

関連リソース
ロードバランサーを作成します。

• Network Load Balancer
• Application Load BBalBalBalBalB

Amazon EFS ファイルシステムを作成します。

• Amazon EFS ファイルシステムを作成する
• Amazon EFS でマウントターゲットを作成する

S3 バケットの作成:

• S3 バケットを作成する

Secrets Manager シークレットを作成する

• AWS KMS でキーを作成する
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Amazon EKS でコンテナアプリケー
ションにプライベートにアクセスする

• AWS Secrets Manager でシークレットを作成する

Amazon RDS インスタンスを作成します。

• Amazon RDS DB インスタンスの作成

Amazon ECS コンポーネントを作成します。

• Amazon ECS クラスターを作成する
• Docker イメージを作成する
• Amazon ECR リポジトリの作成
• Amazon ECR リポジトリを使用して Docker を認証する
• Amazon ECR リポジトリにプッシュします
• Amazon ECS タスク定義の作成
• Amazon ECS サービスを作成する

AWS のセットアップ PrivateLink:

• VPC エンドポイントサービス (AWS PrivateLink)

VPC エンドポイントの作成:

• インターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

Lambda 関数を作成します。

• Lambda 関数を作成する

その他のリソース:

• アプリケーションロードバランサーへの固定 IP アドレスの使用
• AWS 経由でサービスに安全にアクセスする PrivateLink

AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用
して Amazon EKS でコンテナアプリケーションに
プライベートにアクセスする

キランクマール・チャンドラシェカール (AWS) によって作成されました

環境: 本番稼働用 テクノロジー: コンテナとマイ
クロサービス、モダナイゼー
ション、セキュリティ、アイデ
ンティティ、コンプライアンス 
DevOps

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: アマゾン EKS; ア
マゾン VPC
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概要

概要
このパターンは、Network Load Balancer の背後にAmazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) で 
Docker コンテナアプリケーションをプライベートにホストし、AWS を使用してアプリケーションにアク
セスする方法を示しています PrivateLink。その後、プライベートネットワークを使用して、アマゾンウェ
ブServices (AWS) クラウド上のサービスに安全にアクセスできます。 

Docker アプリケーションを実行する Amazon EKS クラスターは、フロントエンドにNetwork Load 
Balancer を備えており、仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントに関連付けて AWS 経由でア
クセスできます PrivateLink。この VPC エンドポイントサービスは、VPC エンドポイントを使用して他の 
VPC と共有できます。

このパターンで説明されている設定は、VPC と AWS アカウント間でアプリケーションアクセスを安全
に共有する方法です。コンシューマーアカウントとプロバイダーアカウント間の接続はグローバル AWS 
バックボーン上にあり、パブリックインターネットを経由しないため、特別な接続やルーティング設定は
必要ありません。

前提条件と制限
前提条件

• Docker。Linux、macOS、または Windows にインストールおよび構成されています。
• Docker 上で動作するアプリケーション。
• アクティブ AWS アカウント。
• Linux、macOS、または Windows にインストールおよび設定されている AWS Command Line Interface 

(AWS CLI) バージョン 2。
• プライベートサブネットがタグ付けされ、アプリケーションをホストするように設定された既存の 

Amazon EKS クラスター。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「サブネットタグ付け」を参
照してください。 

• Kubectl がインストールされ、Amazon EKS クラスターのリソースにアクセスするように設定されて
います。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストール」を参照してくださ
い。 

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• Amazon EKS
• AWS PrivateLink
• Network Load Balancer

 

自動化とスケーリング

• Kubernetes マニフェストは、Git ベースのリポジトリ (AWS など CodeCommit) で追跡および管理で
き、AWS の継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) CodePipeline を使用してデプロイ
できます。 

• AWS CloudFormation を使用してこのパターンを作成するには、IaC (IaC) を使用します。
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Tools

Tools
• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して 

AWS のサービスとやり取りするためのオープンソースツールです。
• Elastic Load Balancing-受信したアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のアベイラビ

リティーゾーンの複数のターゲット Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、IP アドレス
などの複数のターゲット (Amazon EC2) インスタンス、IP アドレスなどの複数のターゲットに分散させ
ます。

• Amazon EKS — Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単
に実行できるようにするマネージド型サービスです。独自の Kubernetes コントロールプレーンまたは
ノードをインストール、操作、維持する必要はありません。

• Amazon VPC — Amazon Virtual Private Cloud VPC (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネット
ワーク内で AWS リソースを起動できます。

• Kubectl — Kubectl は、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインユー
ティリティです。

エピック
Kubernetes のデプロイとサービスのマニフェストファイルをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

Kubernetes デプロイマニフェス
トファイルを作成します。

要件に応じて次のサンプルファ
イルを変更して、デプロイマ
ニフェストファイルを作成しま
す。

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: sample-app
spec: 
  replicas: 3 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: nginx 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: nginx 
    spec: 
      containers: 
        - name: nginx 
          image: 
 public.ecr.aws/z9d2n7e1/
nginx:1.19.5 
          ports: 
            - name: http 
              containerPort: 
 80

[Note:] (メモ:) これは NGINX 
Docker イメージを使用してデ
プロイされる NGINX サンプル

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
設定ファイルです。詳細につい
ては、Docker のドキュメントの
「公式の NGINX Docker イメー
ジの使用方法」を参照してくだ
さい。

Kubernetes デプロイマニフェス
トファイルをデプロイします。

次のコマンドを実行し
て、Amazon EKS クラスターに
デプロイマニフェストファイル
を適用します。

kubectl apply –f 
<your_deployment_file_name> 

DevOps エンジニア

Kubernetes サービスのマニフェ
ストファイルを作成します。

要件に応じて次のサンプルファ
イルを変更して、サービスマ
ニフェストファイルを作成しま
す。

apiVersion: v1
kind: Service
metadata: 
  name: sample-service 
  annotations: 
    
 service.beta.kubernetes.io/
aws-load-balancer-type: nlb 
    
 service.beta.kubernetes.io/
aws-load-balancer-internal: 
 "true"
spec: 
  ports: 
    - port: 80 
      targetPort: 80 
      protocol: TCP 
  type: LoadBalancer 
  selector: 
    app: nginx

重要: 内部Network Load 
Balancerannotations を定義す
るには、必ず以下を含めてくだ
さい。

service.beta.kubernetes.io/
aws-load-balancer-type: nlb
service.beta.kubernetes.io/
aws-load-balancer-internal: 
 "true"

DevOps エンジニア
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

Kubernetes サービスのマニフェ
ストファイルをデプロイしま
す。

次のコマンドを実行して、サー
ビスマニフェストファイルを 
Amazon EKS クラスターに適用
します。

kubectl apply -f 
<your_service_file_name>

DevOps エンジニア

エンドポイントを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ネットワークロードバランサー
の名前を記録します。

次のコマンドを実行し
て、Network Load Balancer の名
前を取得します。

kubectl get svc sample-
service -o wide

AWS PrivateLink エンドポイン
トの作成に必要なネットワーク
ロードバランサーの名前を記録
します。

DevOps エンジニア

AWS PrivateLink エンドポイント
を作成します。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソールを開き、AWS 
PrivateLink エンドポイントを
作成します。このエンドポイン
トを Network Load Balancer に
関連付けると、アプリケーショ
ンを顧客が非公開で使用できる
ようになります。詳細について
は、Amazon VPC ドキュメント
の「VPC エンドポイントサービ
ス (AWS PrivateLink)」を参照し
てください。

重要: コンシューマーアカウン
トがアプリケーションへのア
クセスを必要とする場合、コン
シューマーアカウントの AWS ア
カウント ID を AWS PrivateLink 
エンドポイント設定の許可プ
リンシパルリストに追加する
必要があります。詳細について
は、Amazon VPC ドキュメン
トの「エンドポイントサービス
のアクセス権限の追加または削
除」を参照してください。

クラウド管理者

VPC エンドポイントを作成しま
す。

Amazon VPC コンソールで [エン
ドポイントサービス] を選択し、
次に [エンドポイントサービスの

クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
作成] を選択します。AWS エン
ドポイント用の VPC PrivateLink 
エンドポイントを作成します。

VPC エンドポイントの完全修
飾ドメイン名 (FQDN) は、AWS 
PrivateLink エンドポイントの完
全修飾ドメイン名 (FQDN) を示
します。これにより、DNS エ
ンドポイントがアクセスできる 
VPC エンドポイントサービスへ
のelastic network interface が作
成されます。 

関連リソース
• 公式の NGINX ドッカーイメージを使用する
• Amazon EKS でのネットワーク負荷分散 
• VPC エンドポイントサービス (AWS PrivateLink) の作成 
• エンドポイントサービスのアクセス権限の追加または削除

Amazon EKS の AWS プライベート CA を使用して 
AWS App Mesh で mTLS をアクティベートする

オマール・カヒル (AWS)、エマニュエル・サリウ (AWS)、ムハンマド・シャザド (AWS) により作成

環境: PoC またはパイロットのリ
クエスト

テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス

AWS サービス: AWS App 
Mesh、Amazon EKS、AWS 
Certificate Manager (ACM)

概要
このパターンは、AWS AAWS App Mesh の AWS プライベート認証局 (AWS プライベート CA) からの証
明書を使用して、Amazon Web Services (AWS) に相互トランスポート層セキュリティ (mTLS) を実装する
方法を示しています。すべてのユーザーのためのセキュアプロダクションアイデンティティフレームワー
ク（SPIFFE）を介して Envoy シークレットディスカバリーサービス（SDS）API を使用します。SPIFFE 
は、クラウドネイティブコンピューティング財団 (CNCF) のオープンソースプロジェクトで、幅広いコ
ミュニティサポートにより、きめ細かく、動的なワークロード ID 管理を実現します。SPIFFE 標準を実装
するには、SPIRE SPIFFE ランタイム環境を使用してください。

App Mesh で mTLS を使用すると、TLS 上のセキュリティレイヤーが追加され、メッシュ内のサービスが
接続を行うクライアントを確認できるようにするため、双方向のピア認証が可能になります。クライアン
トとサーバーの関係にあるクライアントは、セッションネゴシエーションプロセス中に X.509 証明書も提
供します。サーバーは、この証明書を使用してクライアントを識別し、認証します。これは、証明書が信
頼できる認証局 (CA) によって発行されたかどうか、また、証明書が有効であるかどうかを確認するのに役
立ちます。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• セルフマネージドノードグループまたはマネージドノードグループを含む Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS) クラスターです

• SDS がアクティブ化されたクラスターにデプロイされた App Mesh コントローラー
• AWS プライベート CA により発行される AWS Certificate Manager (ACM) からのプライベート証明書

機能制限

• スパイアエージェントは Kubernetes として実行する必要があるため、スパイアは AWS Fargate にイン
ストールできません DaemonSet。

製品バージョン

• AWS App Mesh コントローラーチャート 1.3.0 以降

アーキテクチャ
次の図は、VPC 内の App Mesh を含む EKS クラスターを示しています。あるワーカーノードの SPIRE 
サーバーは、他のワーカーノードの SPIRE エージェントや AWS プライベート CA と通信します。Envoy 
は SPIRE エージェントワーカーノード間の mTLS 通信に使用されます。

この図表は以下のステップを示しています。

1. 証明書が発行されます。
2. 証明書の署名と証明書をリクエストします。

Tools
AWS サービス

• AWS プライベート CA — AWS プライベート認証局 (AWS プライベート CA) では、オンプレミス CA 
を運用するための投資やメンテナンスのコストをかけずに、ルート CA や下位 CA を含むプライベート
認証局 (CA) 階層を作成できます。

• AWS App Mesh — AWS App Mesh は、サービスのモニタリングとコントロールを容易にするサービス
メッシュです。App Mesh は、サービスの通信方法を標準化し、アプリケーション内のすべてのサービ
スについて一貫した可視性とネットワークトラフィックコントロールを可能にします。

• Amazon EKS — Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単
に実行できるようにするマネージド型サービスです。独自の Kubernetes コントロールプレーンまたは
ノードをインストール、操作、維持する必要はありません。

その他のツール

• Helm — Kubernetes クラスターにアプリケーションをインストールし、管理できるようにするパッケー
ジマネージャーです。このパターンでは Helm を使用して AWS App Mesh コントローラーをデプロイし
ます。

• AWS App Mesh コントローラチャート — AWS App Mesh コントローラチャートは、Amazon EKS で 
AWS App Mesh を有効にするためにこのパターンで使用されます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EKS でApp Mesh を
セットアップします。

リポジトリで提供されている基
本デプロイメントの手順に従っ
てください。

DevOps エンジニア

SPIRE をインストールします。 spire_setup.yaml を使用して 
EKS クラスターに SPIRE をイン
ストールします。

DevOps エンジニア

AWS プライベート CA 証明書を
インストールします。

AWS ドキュメントの指示に従っ
て、プライベートルート CA の証
明書を作成してインストールし
ます。

DevOps エンジニア

クラスターノードインスタンス
ロールにアクセス権限を付与し
ます。

クラスターノードインスタンス
ロールにポリシーをアタッチ
するには、追加情報セクショ
ンにあるコードを使用しま
す (p. 217)。

DevOps エンジニア

AWS プライベート CA 用の 
SPIRE プラグインを追加しま
す。

SPIRE サーバー設定にプラグ
インを追加するには、「追加
情報 (p. 217)」セクションに
あるコードを使用してくださ
い。certificate_authority_arnAmazon 
リソースネーム (ARN) をプラ
イベート CA ARN に置き換え
ます。使用する署名アルゴリ
ズムは、プライベート CA の
署名アルゴリズムと同じであ
る必要があります。お使いの 
AWSyour_region リージョン
に置き換えてください。

プラグインの詳細について
は、「サーバープラグイン: 
UpstreamAuthority 「aws_pca」
を参照してください。

DevOps エンジニア

バンドル.cert を更新してくださ
い。

SPIRE サーバーを作
成すると、spire-
bundle.yamlファイルが作成
されます。bundle.crtspire-
bundle.yamlファイル内の値を
プライベート CA からパブリック
証明書に変更します。

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

ワークロードのデプロイと登録

タスク 説明 必要なスキル

ノードとワークロードのエント
リを SPIRE に登録します。

ノードとワークロード (サービ
ス) をSPIRE Serverに登録するに
は、リポジトリ内のコードを使
用します。

DevOps エンジニア

mTLS を有効にした状態で App 
Mesh でメッシュを作成します。

App Mesh で、マイクロサービス
アプリケーションのすべてのコ
ンポーネント (仮想サービス、仮
想ルーター、仮想ノードなど) を
含む新しいメッシュを作成しま
す。

DevOps エンジニア

登録されているエントリを調べ
てください。

以下のコマンドを実行すると、
ノードとワークロードに登録さ
れているエントリを確認できま
す。

kubectl exec -n spire spire-
server-0 -- /opt/spire/bin/
spire-server entry show

これにより、SPIRE エージェン
トのエントリが表示されます。

DevOps エンジニア

mTLS トラフィックの検証

タスク 説明 必要なスキル

mTLS トラフィックを確認しま
す。

1. フロントエンドサービスから 
HTTP ヘッダーをバックエン
ドサービスに送信し、SPIRE 
に登録されているサービスで
正常に応答したことを確認し
ます。

2. 相続 TLS 認証の場合
は、ssl.handshake次のコ
マンドを実行して統計情報を
調べることができます。

kubectl exec -it $POD 
 -n $NAMESPACE -c 
 envoy -- curl http://
localhost:9901/stats | 
 grep ssl.handshake

前述のコマンドを実行する
と、ssl.handshakeリス
ナー数が表示されます。次の
例に示すようになります。

DevOps エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

listener.0.0.0.0_15000.ssl.handshake: 
 2

証明書が AWS プライベート CA 
から発行されていることを確認
します。

SPIRE サーバーのログを確認す
ることで、プラグインが正しく
設定され、証明書がアップスト
リームのプライベート CA から発
行されていることを確認できま
す。以下のコマンドを実行しま
す。

kubectl logs spire-server-0 
 -n spire

次に、生成されたログを確認し
ます。このコードでは、spire-
server-0サーバーに名前が付け
られ、spire名前空間でホストさ
れていることを前提としていま
す。プラグインが正常にロード
され、アップストリームのプラ
イベート CA への接続が確立され
ているはずです。

DevOps エンジニア

関連リソース
• Amazon EKS の AWS App Mesh での SPIFFE/SPIRE で mTLS を使用する 
• マルチアカウントの Amazon EKS 環境で SPIFFE/SPIRE を使用して AWS App Mesh で mTLS を有効

にする 
• このパターンで使用されているウォークスルー 
• サーバープラグイン: UpstreamAuthority 「aws_pca」 
• クベルネテスのクイックスタート

追加情報
クラスターノードインスタンスロールにアクセス許可をアタッチする

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ACMPCASigning", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "acm-pca:DescribeCertificateAuthority", 
                "acm-pca:IssueCertificate", 
                "acm-pca:GetCertificate", 
                "acm:ExportCertificate" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 

217
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS for PostgreSQL DB イ
ンスタンスのバックアップを自動化

    ]
}
AWS Managed Policy: "AWSAppMeshEnvoyAccess"

ACM 用スパイアプラグインを追加

Add the SPIRE plugin for ACM
Change certificate_authority_arn to your PCA ARN. The signing algorithm used must be 
 the same as the signing algorithm on the PCA. Change your_region to the appropriate AWS 
 Region.
UpstreamAuthority "aws_pca" { 
    plugin_data { 
        region = "your_region" 
        certificate_authority_arn = "arn:aws:acm-pca:...." 
        signing_algorithm = "your_signing_algorithm" 
    }
}

AWS Batch を使用して Amazon RDS for 
PostgreSQL DB インスタンスのバックアップを自
動化する

キランクマー・チャンドラシェカール (AWS) により作成

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイ
クロサービス; データベース; 
DevOps

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon 
RDS; AWS Batch; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
Amazon S3

概要
PostgreSQL データベースのバックアップは重要なタスクであり、通常は pg_dump ユーティリティを使用
して完了します。pg_dump ユーティリティでは、デフォルトで COPY コマンドを使用して、PostgreSQL 
データベースのスキーマとデータダンプを作成します。ただし、複数の PostgreSQL データベース
を定期的にバックアップする必要がある場合、このプロセスは繰り返し作業になる可能性がありま
す。PostgreSQL データベースがクラウドでホストされている場合は、Amazon Relational Database 
Service S for PostgreSQL が提供する自動バックアップ機能も利用できます。このパターンは、pg_dump 
ユーティリティを使用して Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスの定期的なバックアップを自動
化する方法を示しています。

[Note:] (メモ:) この説明では、Amazon RDS を使用していることを前提としています。ただし、この方法
は Amazon RDS の外部でホストされている PostgreSQL データベースにも使用できます。バックアップを
作成するには、AWS Lambda 関数は、データベースにアクセスできる必要があります。

時間ベースの Amazon CloudWatch イベントイベントは、Amazon RDS 上の PostgreSQL DB イン
スタンスのメタデータに適用される特定のバックアップタグを検索する Lambda 関数を起動しま
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https://www.postgresql.org/docs/current/app-pgdump.html
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前提条件と制限

す。PostgreSQL DB インスタンスに bkp: AutomatedDBDump = Active タグとその他の必要なバックアッ
プタグがある場合、Lambda 関数はデータベースバックアップごとに個別のジョブを AWS Batch に送信し
ます。 

AWS Batch はこれらのジョブを処理し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにバッ
クアップデータをアップロードします。このパターンでは、Dockerfile と entrypoint.sh ファイルを使用し
て、AWS Batch ジョブでバックアップを作成するために使用される Docker コンテナイメージを構築し
ます。バックアッププロセスが完了すると、AWS Batch はバックアップの詳細を Amazon DynamoDB の
インベントリテーブルに記録します。その他の安全対策として、AWS Batch でジョブが失敗した場合、 
CloudWatch Events Events Events は Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を開始しま
す。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 既存のマネージドまたはアンマネージドコンピューティング環境。詳細については、AWS Batch ドキュ

メントの「マネージドコンピューティング環境と非マネージドコンピューティング環境」を参照してく
ださい。 

• AWS コマンドラインインターフェイス (CLI) バージョン 2 Docker イメージ、インストールおよび設定
済み

• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスです。 
• 既存の S3 バケット。 
• Docker。Linux、macOS、または Windows にインストールおよび構成されています。
• Lambda でのコーディングに関する知識。 

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• CloudWatch アマゾンイベント
• Amazon DynamoDB
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon RDS
• Amazon SNS
• Amazon S3
• AWS Batch
• AWS Key Management Service (AWS KMS)
• AWS Lambda
• AWS Secrets Manager
• Docker

Tools
• Amazon CloudWatch CloudWatch Events — Events は、AWS リソースの変更を示すシステムイベント

をほぼリアルタイムのストリームとして提供します。

219

https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/compute_environments.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-docker.html
https://www.docker.com/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

• Amazon DynamoDB — DynamoDB は、全管理型の NoSQL データベースサービスであり、シームレス
なスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。

• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、安全性と信頼性に優れたスケー
ラブルなマネージド AWS コンテナイメージレジストリサービスです。

• Amazon RDS — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショ
ナルデータベースを簡単にセットアップ、および運用し、スケーリングすることのできるウェブサービ
スです。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、発行者から受信者にメッセージ
を配信するマネージドサービスです。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。
• AWS Batch — AWS Batch を使用すると、AWS クラウドでバッチコンピューティングワークロードを実

行できます。
• AWS KMS — AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの暗号化に使用される暗号化キー

の作成と管理を容易にするマネージドサービスです。
• AWS Lambda — Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理サーバーなしでもコードを実行し、

有効にするコンピューティングサービスです。
• AWS Secrets Manager — Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パ

スワードを含む) を、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を、Secrets Manager 
への API コールでシークレットでシークレットを取得することができます。

• Docker — Dockerは、開発者が軽量でポータブルで自給自足のコンテナとして、あらゆるアプリケー
ションを簡単にパッケージ化、出荷、実行できるようにします。

Amazon RDS 上の PostgreSQL DB インスタンスには、メタデータにタグを適用する必要がありま
す。Lambda 関数はタグを検索してバックアップすべき DB インスタンスを識別します。通常は次のタグ
が使用されます。

[Tag] (タグ) [Description] (説明)

BKP: 自動 DB ダンプ = アクティブ Amazon RDS DB インスタンスをバックアップの
候補として識別します。

ビットコップ:AutomatedBackupSecret = 
<secret_name >

Amazon RDS ログイン認証情報を含む Secrets 
Manager シークレットを識別します。

BKP: 自動 DB ダンプ 3 バケット = 
<s3_bucket_name>

バックアップの送信先となる S3 バケットを識別し
ます。

BKP: 自動データベースDumpFrequency

BKP: 自動データベースDumpTime

データベースをバックアップする頻度と時間を特
定します。 

bkp: pgdumpコマンド = <pgdump_command> バックアップが必要なデータベースを特定しま
す。

エピック
DynamoDB でインベントリテーブルを作成する

タスク 説明 必要なスキル

DynamoDB にテーブルを作成し
ます。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
DynamoDB コンソールを開き、

クラウド管理者、データベース
管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
テーブルを作成します。このス
トーリーやその他のストーリー
に関するヘルプについては、
「関連リソース」セクションを
参照してください。

テーブルが作成されたことを確
認します。

aws dynamodb describe-
table --table-name 
<table-name> | grep 
TableStatus コマンドを実
行します。テーブルが存在す
る場合、"TableStatus": 
"ACTIVE",コマンドは結果を返
します。

クラウド管理者、データベース
管理者

AWS Batch で失敗したジョブイベントの SNS トピックを作成する

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックを作成します。 Amazon SNS コンソールを開
き、[Topics] (トピック) を選択し
て、その名前で SNS トピックを
作成しますJobFailedAlert。
アクティブな E メールアドレス
をトピックに登録し、E メールの
受信トレイをチェックして AWS 
Notifications からの SNS サブス
クリプション E メールを確認し
ます。

クラウド管理者

AWS Batch の失敗したジョブイ
ベントルールを作成します。

Amazon CloudWatch コンソール
を開き、[イベント] を選択してか
ら、[ルールを作成] を選択しま
す。[詳細オプションを表示] を
選択し、[編集] を選択します。
[Build a pattern in a pattern for 
your target] (ターゲットが処理
するイベントを選択するパター
ンの構築) で、「追加情報」セク
ションの「Failed ジョブevent」
コードを、既存のテキストを、
「Failed ジョブevent」コード
での「Failed ジョブevent」コー
ドで このコードは、AWS Batch 
CloudWatch Failed にイベント
が発生したときに開始されるイ
ベントルールを定義します。

クラウド管理者

イベントルールターゲットを追
加します。

「ターゲット」で、「ター
ゲットを追加」を選択
し、JobFailedAlert SNS ト
ピックを選択します。残りの詳
細を設定し、Cloudwatch イベン
トルールを作成します。

クラウド管理者
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エピック

Docker イメージを構築して Amazon ECR リポジトリにプッシュする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECR リポジトリを作成
します。

Amazon ECR コンソールを開
き、リポジトリを作成する AWS 
リージョンを選択します。[リポ
ジトリ] を選択し、[リポジトリの
作成] を選択します。要件に応じ
てリポジトリを設定します。

クラウド管理者

Dockerfile を作成します。 Docker にサインインし、「追加
情報」セクションにある「サン
プル Dockerfile」と「サンプル 
entrypoint.sh ファイル」を使用
して Dockerfile を作成します。

DevOps エンジニア

Docker イメージを作成して 
Amazon ECR リポジトリにプッ
シュします。

Dockerfile を Docker イメージに
ビルドし、Amazon ECR リポジ
トリにプッシュします。このス
トーリーのヘルプについては、
「関連リソース」セクションを
参照してください。

DevOps エンジニア

AWS Batch コンポーネントの作成

タスク 説明 必要なスキル

AWS Batch ジョブ定義を作成し
ます。

AWS Batch コンソールを開
き、Amazon ECR リポジト
リのユニフォームリソース識
別子 (URI) をプロパティとし
て含むジョブ定義を作成しま
すImage。

クラウド管理者

AWS Batch ジョブキューを設定
します。

AWS Batch コンソールで、[Job 
キュー] を選択し、[キューの作
成] を選択します。コンピュー
ティング環境内のリソースで 
AWS Batch が実行されるまで
ジョブを保存するジョブキュー
を作成します。重要: バックアッ
プの詳細を DynamoDB インベ
ントリテーブルに記録する AWS 
Batch のロジックを必ず記述して
ください。

クラウド管理者

Lambda 関数を作成してスケジュールする

タスク 説明 必要なスキル

タグを検索する Lambda 関数を
作成します。

PostgreSQL DB インスタ
ンス上のタグを検索し、

DevOps エンジニア
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
バックアップ候補を特定す
る Lambda 関数を作成しま
す。Lambdabkp:AutomatedDBDump 
= Active 関数がタグとその
他すべての必須タグを識別でき
ることを確認してください。重
要: Lambda 関数は、AWS Batch 
ジョブキューにジョブを追加す
ることも可能でなければなりま
せん。

CloudWatch 時間ベースのイベン
トイベントを作成します。

Amazon CloudWatch コンソー
ルを開き、cron 式を使用して 
Lambda 関数を定期的に実行する 
CloudWatch Events イベントを
作成します。重要: すべてのスケ
ジュールされたイベントは UTC 
タイムゾーンを使用します。

クラウド管理者

バックアップ自動化のテスト

タスク 説明 必要なスキル

Amazon KMS キーを作成しま
す。

Amazon KMS コンソールを開
き、AWS Secrets Manager に保
存されている Amazon RDS 認証
情報の暗号化に使用できる KMS 
キーを作成します。

クラウド管理者

AWS Secrets Manager シーク
レットを作成します。

AWS Secrets Manager コンソー
ルを開き、Amazon RDS for 
PostgreSQL データベースの認証
情報をシークレットとして保存
します。

クラウド管理者

必要なタグを PostgreSQL DB イ
ンスタンスに追加します。

Amazon RDS コンソールを
開き、自動的にバックアップ
したい PostgreSQL DB イン
スタンスにタグを追加しま
す。ツールセクションの表に
あるタグを使用できます。同
じ Amazon RDS インスタンス
内の複数の PostgreSQL データ
ベースからのバックアップが
必要な場合は、-d test:-d 
test1bkp:pgdumpcommandタ
グの値として使用してくださ
い。重要:testtest1とはデータ
ベース名です。コロン (:) の後に
スペースがないことを確認しま
す。

クラウド管理者

バックアップの自動化を確認し
ます。

バックアップの自動化を確認
するには、Lambda 関数を呼

クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
び出すか、バックアップスケ
ジュールの開始を待ちます。
バックアッププロセスが完了し
たら、DynamoDB インベントリ
テーブルに PostgreSQL DB イン
スタンスの有効なバックアップ
エントリがあることを確認しま
す。一致すれば、バックアップ
自動化プロセスは成功していま
す。

関連リソース
DynamoDB でインベントリテーブルを作成する

• Amazon DynamoDB テーブルを作成する

 

AWS Batch で失敗したジョブイベントの SNS トピックを作成する

• Amazon SNS トピックを作成する
• AWS Batch で失敗したジョブイベントについて SNS アラートを送信する

 

Docker イメージを構築して Amazon ECR リポジトリにプッシュする

• Amazon ECR リポジトリを作成する    
• ドッカーファイルを作成し、ドッカーイメージを作成して Amazon ECR にプッシュする

 

AWS Batch コンポーネントの作成

• AWS Batch ジョブ定義を作成する    
• コンピューティング環境と AWS Batch ジョブキューを設定します   
• AWS Batch でジョブキューを作成する

 

Lambda 関数を作成する

• Lambda 関数を作成してコードを記述する
• DynamoDB で Lambda を使う

 

CloudWatch イベントイベントを作成する

• CloudWatch 時間ベースのイベントイベントを作成する   
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追加情報

• クラウドウォッチイベントで cron 表現を使用する

 

バックアップ自動化のテスト

• Amazon KMS キーを作成する    
• Secrets Manager シークレットを作成する
• Amazon RDS インスタンスにタグを追加する

追加情報
失敗したジョブイベント:

{ 
  "detail-type": [ 
    "Batch Job State Change" 
  ], 
  "source": [ 
    "aws.batch" 
  ], 
  "detail": { 
    "status": [ 
      "FAILED" 
    ] 
  }
}    

サンプルドッカーファイル:

FROM alpine:latest
RUN apk --update add py-pip postgresql-client jq bash && \
pip install awscli && \
rm -rf /var/cache/apk/*
ADD entrypoint.sh /usr/bin/
RUN chmod +x /usr/bin/entrypoint.sh
ENTRYPOINT ["entrypoint.sh"] 

サンプル entrypoint.sh ファイル:

 #!/bin/bash
set -e
DATETIME=`date +"%Y-%m-%d_%H_%M"`
FILENAME=RDS_PostGres_dump_${RDS_INSTANCE_NAME}
FILE=${FILENAME}_${DATETIME}

aws configure --profile new-profile set role_arn arn:aws:iam::${TargetAccountId}:role/
${TargetAccountRoleName}
aws configure --profile new-profile set credential_source EcsContainer

echo "Central Account access provider IAM role is: "
aws sts get-caller-identity

echo "Target Customer Account access provider IAM role is: "
aws sts get-caller-identity --profile new-profile

securestring=$(aws secretsmanager get-secret-value --secret-id $SECRETID --output json --
query 'SecretString' --region=$REGION --profile new-profile)
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ノード終了ハンドラーのデプロイを自動化

if [[ ${securestring} ]]; then 
    echo "successfully accessed secrets manager and got the credentials" 
    export PGPASSWORD=$(echo $securestring | jq --raw-output | jq -r '.DB_PASSWORD') 
    PGSQL_USER=$(echo $securestring | jq --raw-output | jq -r '.DB_USERNAME') 
    echo "Executing pg_dump for the PostGres endpoint ${PGSQL_HOST}" 
    # pg_dump -h $PGSQL_HOST -U $PGSQL_USER -n dms_sample | gzip -9 -c  | aws s3 cp - --
region=$REGION  --profile new-profile s3://$BUCKET/$FILE 
    # in="-n public:-n private" 
    IFS=':' list=($EXECUTE_COMMAND); 
    for command in "${list[@]}"; 
      do 
        echo $command; 
        pg_dump -h $PGSQL_HOST -U $PGSQL_USER ${command} | gzip -9 -c  | aws s3 cp - --
region=$REGION --profile new-profile s3://${BUCKET}/${FILE}-${command}".sql.gz" 
        echo $?; 
        if  [[ $? -ne 0 ]]; then 
            echo "Error occurred in database backup process. Exiting now....." 
            exit 1 
        else 
            echo "Postgresql dump was successfully taken for the RDS endpoint ${PGSQL_HOST} 
 and is uploaded to the following S3 location s3://${BUCKET}/${FILE}-${command}.sql.gz" 
            #write the details into the inventory table in central account 
            echo "Writing to DynamoDB inventory table" 
            aws dynamodb put-item --table-name ${RDS_POSTGRES_DUMP_INVENTORY_TABLE} --
region=$REGION --item '{ "accountId": { "S": "'"${TargetAccountId}"'" }, "dumpFileUrl": 
 {"S": "'"s3://${BUCKET}/${FILE}-${command}.sql.gz"'" }, "DumpAvailableTime": {"S": 
 "'"`date +"%Y-%m-%d::%H::%M::%S"` UTC"'"}}' 
            echo $? 
            if  [[ $? -ne 0 ]]; then 
                echo "Error occurred while putting item to DynamoDb Inventory Table. 
 Exiting now....." 
                exit 1 
            else 
                echo "Successfully written to DynamoDb Inventory Table 
 ${RDS_POSTGRES_DUMP_INVENTORY_TABLE}" 
            fi 
        fi 
      done;
else 
    echo "Something went wrong {$?}" 
    exit 1
fi

exec "$@" 

CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS での
ノード終了ハンドラーのデプロイを自動化する

サンディップ・ガンガパディヤイ（AWS）、ジョン・バルガス（AWS）、プラグティディープ・シン
（AWS）、サンディープ・ガワンデ（AWS）、ヴィヨマ・サクデバ（AWS）によって作成されました

コードリポジトリ:

• NTH を EKS にデプロイします

環境:プロダクション テクノロジー:コンテナーとマイ
クロサービス; DevOps

AWS サービス:AWS、 
CodePipelineアマゾン 
EKS、AWS CodeBuild
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概要

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、オープンソースプロジェクトである AWS ノードターミネー
ションハンドラーを使用して、Kubernetes 内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスのシャットダウンを正常に処理できます。AWS Node Termination Handler は、EC2 インスタンスが
使用できなくなる原因となるイベントに Kubernetes コントロールプレーンが適切に応答するようにする
のに役立ちます。たとえば、次のようなイベントがあります:

• EC2 インスタンスの定期メンテナンス
• Amazon EC2 スポットインスタンスの中断
• Auto Scaling グループスケールイン
• アベイラビリティーゾーン間の Auto Scaling グループのリバランス
• API または AWS マネジメントコンソールによる EC2 インスタンスの終了

イベントが処理されないと、アプリケーションコードが正常に停止しない可能性があります。また、完
全な可用性を回復するまでに時間がかかる場合や、ダウンしているノードに誤って作業をスケジュール
してしまう可能性もあります。aws-node-termination-handler(NTH) は、インスタンスメタデータ
サービス (IMDS) とキュープロセッサの 2 つの異なるモードで動作できます。2 つのモードの詳細につい
ては、Readme ファイルを参照してください。

このパターンでは、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインでキュープ
ロセッサを使用して、NTHのデプロイを自動化します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS マネジメントコンソールでの使用がサポートされているウェブブラウザ。サポートされているブラ

ウザのリストを参照してください。
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) がインストールされました。
• kubectl、Kubernetes コマンドラインツールがインストールされています。
• eksctl、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) の AWS Command Line Interface (AWS 

CLI) がインストールされました。
• バージョン 1.20 以降の実行中の EKS クラスターです。
• EKS クラスターに接続されたセルフマネージド型ノードグループ。自己管理型ノードグループで 

Amazon EKS クラスターを作成するには、次のコマンドを実行します。

eksctl create cluster --managed=false --region <region> --name <cluster_name>

詳細についてはeksctl、eksctl のマニュアルを参照してください。
• クラスターAWS Identity and Access Management (IAM) OpenID Connect (OIDC) プロバイダー 詳細に

ついては、「クラスターの IAM OIDC プロバイダーの作成」を参照してください。

機能制限

• Amazon EKS サービスをサポートする AWS リージョンを使用する必要があります。

製品バージョン

• Kubernetes バージョン 1.20 以降
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アーキテクチャ

• eksctlバージョン 0.107.0 またはそれ以降
• AWS CDK バージョン 2.27.0 またはそれ以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Virtual Private Cloud (VPC)
• EKS クラスター
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• IAM
• Kubernetes

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、 end-to-end ノード終了が開始されたときのステップの概要を示しています。

図に示しているワークフローは、以下の大まかなステップで構成されています。

1. EC2 インスタンスの自動スケーリング終了イベントは SQS キューに送信されます。
2. NTH Pod は SQS キュー内の新しいメッセージを監視します。
3. NTH Pod は新しいメッセージを受信し、次の処理を行います。

• 新しいポッドがノード上で実行されないようにノードをコードします。
• ノードをドレインして、既存のポッドを退避させます
• ノードを終了できるように、ライフサイクルフックシグナルを Auto Scaling グループに送信します。

自動化とスケール

• コードは AWS CDK によって管理およびデプロイされ、AWS CloudFormation のネストされたスタック
に支えられています。

• Amazon EKS コントロールプレーンは、高可用性を確保するために複数のアベイラビリティーゾーンで
実行され、高可用性を確保しています。

• 自動スケーリングの場合、Amazon EKS は Kubernetes クラスターオートスケーラーとカーペンターを
サポートしています。

Tools
AWS サービス

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

• AWS CodeBuild は、ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、デプロイする準備が整った
アーティファクトの生成を支援する完全マネージド型ビルドサービスです。

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理しなくても、Git リポジトリをプライベートに
保存して管理できるようにするバージョン管理サービスです。

• AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定し、
ソフトウェア変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化できます。
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ベストプラクティス

• Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) は、独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノード
をインストール、維持することなく、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるようにするように、AWS 
で Kubernetes を簡単に実行できるようにするサービスです。

• Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションの可用性を維持するのに役立ち、定義した条件に従っ
て、Amazon EC2 インスタンスを自動的に追加または削除できます。

• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、分散されたソフトウェアシステムとコンポーネント
を統合および疎結合化できる、安全性、耐久性、可用性に優れたホストされたキューを提供します。

その他のツール

• kubectl は Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するための Kubernetes コマンドラインツー
ルです。kubectl を使用して、アプリケーションのデプロイ、クラスターリソースの検査と管理、ログの
表示を行うことができます。

Code

このパターンのコードは、deploy-nth-to-eks GitHub.comのリポジトリで入手できます。コードリポジトリ
には、次のファイルとフォルダが含まれています。

• nth folder— ノード終了ハンドラーの AWS CloudFormation テンプレートをスキャンしてデプロイす
るための Helm チャート、値ファイル、およびスクリプト。

• config/config.json— アプリケーションの構成パラメータファイル。このファイルには、CDK のデ
プロイに必要なすべてのパラメータが含まれています。

• cdk— AWS CDK のソースコード。
• setup.sh— AWS CDK アプリケーションをデプロイし、必要な CI/CD パイプラインやその他の必要な

リソースを作成するために使用するスクリプト。
• uninstall.sh— リソースをクリーンアップするスクリプトです。

サンプルコードを使用するには、エピックセクションの指示に従ってください。

ベストプラクティス
AWS ノード終了ハンドラーを自動化する際のベストプラクティスについては、以下を参照してください。

• EKS ベストプラクティスガイド
• ノード終了ハンドラ-設定

叙事詩
環境のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリをクローンします。 SSH (Secure Shell) を使用してリ
ポジトリをクローンするには、
次のコマンドを実行します。

git clone 
 git@github.com:aws-samples/
deploy-nth-to-eks.git

アプリ開発者、AWS DevOps、 
DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
HTTPS を使用してリポジトリを
クローンするには、次のコマン
ドを実行します。

git clone https://
github.com/aws-samples/
deploy-nth-to-eks.git

リポジトリを複製すると、とい
う名前のフォルダーが作成され
ますdeploy-nth-to-eks。

そのディレクトリに移動しま
す。

cd deploy-nth-to-eks

kubeconfig ファイルを設定しま
す。

ターミナルに AWS 認証情報を設
定し、クラスターロールを引き
受ける権限があることを確認し
ます。次のサンプルコードを使
用できます。

aws eks update-kubeconfig 
 --name <Cluster_Name> --
region <region>--role-arn 
 <Role_ARN>

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア、アプリ開発者

CI/CD パイプラインをデプロイします。

タスク 説明 必要なスキル

パラメーターをセットアップし
ます。

config/config.jsonファイル
に、次の必須パラメータを設定
します。

• pipelineName: AWS 
CDK によって作成される 
CI/CD パイプラインの名
前 (例:deploy-nth-to-
eks-pipeline)。AWS 
CodePipeline はこの名前のパ
イプラインを作成します。

• repositoryName: 
CodeCommit 作成する AWS 
リポジトリ (例:deploy-nth-
to-eks-repo)。AWS CDK が
このリポジトリを作成し、CI/
CD パイプラインのソースとし
て設定します。

アプリ開発者、AWS DevOps、 
DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
注:このソリューションでは、 
CodeCommit このリポジトリ
とブランチ (次のブランチパ
ラメータで指定) が作成されま
す。

• branch: リポジトリ内のブラ
ンチ名 (例:main)。このブラ
ンチにコミットすると、CI/
CD パイプラインが開始されま
す。

• cfn_scan_script: AWS 
CloudFormation テンプレー
トの NTH (scan.sh) のス
キャンに使用されるスクリ
プトのパス。このスクリプト
は、AWSnth CodeCommit リ
ポジトリの一部となるフォル
ダにあります。

• cfn_deploy_script: NTH 
(installApp.sh) の AWS 
CloudFormation テンプレート
をデプロイするために使用さ
れるスクリプトのパス。

• stackName: CloudFormation 
デプロイするスタックの名
前。

• eksClusterName: 既存の 
EKS クラスターの名前。

• eksClusterRole: すべて
の Kubernetes API 呼び出し
の EKS クラスターへのアク
セスに使用される IAM ロー
ル (例:clusteradmin)。通
常、このロールは追加されま
すaws-authConfigMap。

• create_cluster_role:eksClusterRole
IAM ロールを作成する
には、yes と入力しま
す。eksClusterRoleパラ
メータに既存のクラスター
ロールを指定する場合は、
「no」と入力します。

• create_iam_oidc_provider: 
クラスター用に IAM OIDC 
プロバイダーを作成するに
は、yes を入力します。IAM 
OIDC プロバイダーがすでに
存在する場合は、「いいえ」
と入力します。詳細について
は、「クラスターの IAM OIDC 
プロバイダーの作成」を参照
してください。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• AsgGroupName: EKS ク

ラスターの一部である 
Auto Scaling グループ名を
カンマで区切ったリスト 
(例:ASG_Group_1,ASG_Group_2)。

• region: クラスターが配置さ
れている AWS リージョンの名
前 (などus-east-2)。

• install_cdk: AWS CDK が
現在マシンにインストールさ
れていない場合は、yes と入力
します。cdk --versionコマ
ンドを実行して、インストー
ルされている AWS CDK の
バージョンが 2.27.0 以降かど
うかを確認します。その場合
は、「no」と入力します。

yes と入力する
と、setup.shsudo npm 
install -g cdk@2.27.0 ス
クリプトはコマンドを実行し
て AWS CDK をマシンにイン
ストールします。このスクリ
プトには sudo 権限が必要なの
で、プロンプトが表示された
らアカウントのパスワードを
入力します。

CI/CD パイプラインを作成して 
NTH をデプロイする CI/CD パイ
プラインを作成します。

setup.sh スクリプトを実行しま
す。

./setup.sh

スクリプトは AWS CDK ア
プリケーションをデプロイ
し、config/config.jsonファ
イル内のユーザー入力パラメー
タに基づいてサンプルコード、
パイプライン、 CodeCommit 
CodeBuild プロジェクトを含むリ
ポジトリを作成します。

このスクリプトは、sudo コマン
ドで npm パッケージをインス
トールする際にパスワードの入
力を求めます。

アプリ開発者、AWS DevOps、 
DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

CI/CD パイプラインを確認しま
す。

AWS マネジメントコンソールを
開き、スタックに作成された次
のリソースを確認します。

• CodeCommit nthフォルダーの
内容を含むリポジトリ

• CloudFormation テンプレート
の脆弱性をスキャンする AWS 
CodeBuild プロジェクトcfn-
scan。

• CodeBuild プロジェク
トNth-Deploy。AWS 
CloudFormation テンプレート
と対応する NTH Helm チャー
トを AWS CodePipeline パイ
プライン経由でデプロイしま
す。

• CodePipeline NTHをデプロイ
するためのパイプライン。

パイプラインが正常に実行され
た後、Helm releaseaws-node-
termination-handler は 
EKS クラスターにインストール
されます。また、aws-node-
termination-handlerkube-
systemという名前のPodがクラ
スター内の名前空間で実行され
ています。

アプリ開発者、AWS DevOps、 
DevOps エンジニア

NTH デプロイメントのテスト

タスク 説明 必要なスキル

Auto Scaling グループのスケール
インイベントをシミュレートし
ます。

自動スケーリングスケールイン
イベントをシミュレートするに
は、次の操作を行います。

1. AWS コンソールで EC2 コン
ソールを開き、[Auto Scaling 
グループ] を選択します。

2. で提供されているものと同
じ名前の Auto Scaling グ
ループを選択しconfig/
config.json、[編集] を選択
します。

3. 必要容量と最小容量を 1 ずつ
減らします。

4. [更新] を選択します。
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル

ログを確認してください。 スケールインイベント中、NTH 
ポッドは対応するワーカーノー
ド (スケールインイベントの一
部として終了される EC2 インス
タンス) をコードオンしてドレ
インします。ログを確認するに
は、追加情報セクションのコー
ドを使用してください。

アプリ開発者、AWS DevOps、 
DevOps エンジニア

クリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

すべての AWS リソースをクリー
ンアップします。

このパターンで作成されたリ
ソースをクリーンアップする
には、次のコマンドを実行しま
す。

./uninstall.sh

これにより、 CloudFormation ス
タックが削除され、このパター
ンで作成されたすべてのリソー
スがクリーンアップされます。

DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題 解決策

npm レジストリが正しく設定されていません。 このソリューションのインストール中に、スクリ
プトは npm install をインストールして必要なパッ
ケージをすべてダウンロードします。インストー
ル中に「モジュールが見つかりません」という
メッセージが表示される場合は、npm レジストリ
が正しく設定されていない可能性があります。現
在のレジストリ設定を表示するには、次のコマン
ドを実行します。

npm config get registry

でレジストリを設定するにはhttps://
registry.npmjs.org/、次のコマンドを実行し
ます。

npm config set registry https://
registry.npmjs.org

SQS メッセージ配信を遅らせる。 トラブルシューティングの一環として、NTH Pod 
への SQS メッセージ配信を遅延させたい場合
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関連リソース

問題 解決策
は、SQS 配信遅延パラメーターを調整できま
す。詳細については、「Amazon SQS ディレイ
キュー」を参照してください。

関連リソース
• AWS ノード終了ハンドラーのソースコード
• EC2 ワークショップ
• AWS CodePipeline
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
• AWS Cloud Development Kit
• AWS CloudFormation

追加情報
1. NTH ポッド名を探してください。

kubectl get pods -n kube-system |grep aws-node-termination-handler
aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7   1/1     Running   0          26m
kubectl get pods -n kube-system |grep aws-node-termination-handler
aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7   1/1     Running   0          26m

2. ログの確認。ログの例は次のようになります。Auto Scaling グループのライフサイクルフック完了シグ
ナルを送信する前に、ノードが封鎖され、ドレインされたことがわかります。

kubectl -n kube-system logs aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7
022/07/17 20:20:43 INF Adding new event to the event store 
 event={"AutoScalingGroupName":"eksctl-my-cluster-target-nodegroup-
ng-10d99c89-NodeGroup-ZME36IGAP7O1","Description":"ASG Lifecycle Termination 
 event received. Instance will be interrupted at 2022-07-17 20:20:42.702 
 +0000 UTC \n","EndTime":"0001-01-01T00:00:00Z","EventID":"asg-lifecycle-
term-33383831316538382d353564362d343332362d613931352d383430666165636334333564","InProgress":false,"InstanceID":"i-0409f2a9d3085b80e","IsManaged":true,"Kind":"SQS_TERMINATE","NodeLabels":null,"NodeName":"ip-192-168-75-60.us-
east-2.compute.internal","NodeProcessed":false,"Pods":null,"ProviderID":"aws:///us-east-2c/
i-0409f2a9d3085b80e","StartTime":"2022-07-17T20:20:42.702Z","State":""}
2022/07/17 20:20:44 INF Requesting instance drain event-id=asg-lifecycle-
term-33383831316538382d353564362d343332362d613931352d383430666165636334333564 
 instance-id=i-0409f2a9d3085b80e kind=SQS_TERMINATE node-name=ip-192-168-75-60.us-
east-2.compute.internal provider-id=aws:///us-east-2c/i-0409f2a9d3085b80e
2022/07/17 20:20:44 INF Pods on node node_name=ip-192-168-75-60.us-east-2.compute.internal 
 pod_names=["aws-node-qchsw","aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7","kube-proxy-
mz5x5"]
2022/07/17 20:20:44 INF Draining the node
2022/07/17 20:20:44 ??? WARNING: ignoring DaemonSet-managed Pods: kube-system/aws-node-
qchsw, kube-system/kube-proxy-mz5x5
2022/07/17 20:20:44 INF Node successfully cordoned and drained 
 node_name=ip-192-168-75-60.us-east-2.compute.internal reason="ASG Lifecycle Termination 
 event received. Instance will be interrupted at 2022-07-17 20:20:42.702 +0000 UTC \n"
2022/07/17 20:20:44 INF Completed ASG Lifecycle Hook (NTH-K8S-TERM-HOOK) for instance 
 i-0409f2a9d3085b80e
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Java アプリケーションを自動的にビ

ルドして Amazon EKS にデプロイする

CI/CD パイプラインを使用して Java アプリケー
ションを自動的にビルドして Amazon EKS にデプ
ロイする

マヘシュ・ラグナンダナン (AWS)、ジェームズ・ラトケ (AWS)、ジョムシー・パッパチェン (AWS) に
よって作成されました

code repository

• aws-cicd-java-eks

環境:プロダクション テクノロジー:コンテナとマイク
ロサービス、 DevOpsクラウドネ
イティブ、モダナイゼーション

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS、AWS 
CloudFormation、AWS 
CodeCommit、AWS、AWS 
CodePipeline EC2 Container 
Registry、Amazon EKS

概要
このパターンでは、 DevSecOps 推奨プラクティスを使用して Java アプリケーションを自動的にビルド
して、Amazon Web Services (AWS) クラウド上の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ク
ラスターにデプロイする継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを作成す
る方法について説明します。このパターンでは、Spring Boot Java フレームワークで開発された Apache 
Maven を使用するグリーティングアプリケーションを使用します。

このパターンのアプローチを使用して、Java アプリケーションのコードを作成し、アプリケーションアー
ティファクトを Docker イメージとしてパッケージ化し、イメージをセキュリティスキャンし、そのイ
メージをワークロードコンテナとして Amazon EKS にアップロードできます。このパターンのアプローチ
は、緊密に結合されたモノリシックアーキテクチャからマイクロサービスアーキテクチャに移行する場合
に便利です。このアプローチは、Java アプリケーションのライフサイクル全体を監視および管理するのに
も役立ちます。これにより、より高いレベルの自動化が保証され、エラーやバグを回避できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• インストールおよび設定されている AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2 詳細につい

ては、AWS CLI のドキュメントの「更新、およびアンインストール、更新、およびアンインストール」
を参照してください。

• AWS CLI バージョン 2 は、Amazon EKS クラスターを作成するのと同じ IAM ロールを使用して設定す
る必要があります。これは、そのロールだけが他の IAM ロールをに追加する権限を持っているためで
すaws-authConfigMap。AWS CLI を設定するための情報と手順については、AWS CLI ドキュメント
の「設定の基本」を参照してください。

• AWS へのフルアクセスによる AWS Identity and Access Management (IAM) ロールと権限 
CloudFormation。詳細については、AWS CloudFormation ドキュメントの「IAM によるアクセス制御」
を参照してください。

• EKS クラスター内のワーカーノードの IAM ロール名と IAM ロール Amazon リソースネーム (ARN) の詳
細を含む既存の Amazon EKS クラスター。
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• Amazon EKS クラスターにインストールおよび設定された Kubernetes クラスターオートスケーラー。
詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「クラスターオートスケーラー」を参照してください。 

• GitHub リポジトリ内のコードへのアクセス。

重要な注意事項

AWS Security Hub は、コード内の AWS CloudFormation テンプレートの一部として有効になっていま
す。デフォルトでは、Security Hub を有効にすると 30 日間の無料トライアルが提供され、その後はこの 
AWS サービスに関連する料金が発生します。料金に関する詳細については、「AWS Security Hub の料
金」を参照してください。

製品バージョン

• Helm バージョン 3.4.2 以降
• Apache Maven バージョン 3.6.3 以降
• BridgeCrew バージョン 2.2 以降
• アクアセキュリティトリビーバージョン 0.37 以降

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• アマゾン CodeGuru
• AWS CodePipeline
• Amazon Elastic Container Registry
• Amazon Elastic Kubernetes Service
• アマゾン EventBridge
• AWS セキュリティハブ
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲットアーキテクチャ

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. CodeCommit 開発者はリポジトリのベースブランチにある Java アプリケーションコードを更新し、プ
ルリクエスト (PR) を作成します。

2. PR が送信されるとすぐに、Amazon CodeGuru Reviewer が自動的にコードをレビューし、Java のベス
トプラクティスに基づいてコードを分析し、開発者に推奨事項を提示します。

3. PR がベースブランチにマージされると、Amazon EventBridge イベントが作成されます。
4. EventBridge イベントによってパイプラインが開始され、 CodePipeline パイプラインが開始されます。
5. CodePipeline CodeSecurity スキャンステージ (継続的セキュリティ) を実行します。
6. CodeBuild セキュリティスキャンプロセスを開始します。このプロセスでは、Dockerfile と Kubernetes 

デプロイメント Helm ファイルが Checkov を使用してスキャンされ、アプリケーションのソースコー
ドがインクリメンタルコード変更に基づいてスキャンされます。アプリケーションソースコードのス
キャンは、CodeGuru レビューアーコマンドラインインターフェイス (CLI) ラッパーによって実行され
ます。

7. セキュリティスキャンステージが成功すると、ビルドステージ (継続的インテグレーション) が開始され
ます。
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8. ビルドステージでは、 CodeBuild アーティファクトをビルドし、アーティファクトを Docker イメージ
にパッケージ化し、Aqua Security Trivy を使用してイメージのセキュリティ上の脆弱性をスキャンし、
そのイメージを Amazon ECR に保存します。

9. ステップ 8 で検出された脆弱性は Security Hub にアップロードされ、開発者またはエンジニアによる詳
細な分析が行われます。Security Hub には、脆弱性を修正するための概要と推奨事項が記載されていま
す。

10.CodePipeline パイプライン内のさまざまなフェーズのメール通知は Amazon SNS を介して送信されま
す。

11.継続的インテグレーションフェーズが完了すると、デプロイ段階 (継続的デリバリー) CodePipeline に
入ります。

12.Docker イメージは、Helm チャートを使用してコンテナワークロード (ポッド) として Amazon EKS に
デプロイされます。

13.アプリケーションポッドは Amazon CodeGuru Profiler Agent で設定され、アプリケーションのプロ
ファイリングデータ (CPU、ヒープ使用量、レイテンシー) を Amazon CodeGuru Profiler に送信しま
す。これにより、開発者はアプリケーションの動作を理解しやすくなります。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

• AWS CodeBuild は、ソースコードのコンパイル、単体テストの実行、すぐにデプロイできるアーティ
ファクトの生成を支援する完全マネージド型の構築サービスです。

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理しなくても、Git リポジトリをプライベートに
保存して管理できるようにするバージョン管理サービスです。

• Amazon CodeGuru Profiler は、ライブアプリケーションからランタイムパフォーマンスデータを収集
し、アプリケーションのパフォーマンスを微調整するのに役立つレコメンデーションを提供します。

• Amazon CodeGuru Reviewer は、プログラム解析と機械学習により、開発者が見つけにくい潜在的な不
具合を検出し、Java や Python のコードの改善案を提示します。

• AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定し、
ソフトウェアの変更をリリースするのに必要なステップを自動化するのに役立ちます。

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備
えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるように
するサービスです。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのリアルタイムデータに接続する
のに役立ちます。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、
他の AWS アカウントのイベントバスなどです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、認証と使用許可を受けるユーザーを制御することによ
り、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Security Hub は、AWS のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します。また、セキュリティ
業界の標準とベストプラクティスに照らして環境をチェックするのに役立ちます。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ
ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

• Amazon Storage Storage Service (Amazon Storage Service) は、任意の量のデータを保存、保護、取得
するのに役立ちます。

その他のサービス

• Helm は Kubernetes 用のオープンソースパッケージマネージャーです。
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• Apache Maven は、ソフトウェアプロジェクトを管理する包括的なツールです。
• BridgeCrew Checkov は、セキュリティやコンプライアンスの問題につながる可能性のある設定ミスが

ないか、IaC (Infrastructure as Code) ファイルをスキャンするための静的コード分析ツールです。
• Aqua Security Trivy は、設定の問題だけでなく、コンテナーイメージ、ファイルシステム、Git リポジト

リの脆弱性を包括的に検出するスキャナーです。

Code

GitHub aws-codepipeline-devsecops-amazoneksこのパターンのコードはリポジトリにあります。

ベストプラクティス
• このソリューションのすべての段階で、IAM エンティティには最小権限の原則が守られています。AWS 

のサービスやサードパーティのツールを追加してソリューションを拡張したい場合は、最小権限の原則
に従うことをお勧めします。

• 複数の Java アプリケーションがある場合は、アプリケーションごとに別々の CI/CD パイプラインを作
成することをお勧めします。

• モノリスアプリケーションを使用している場合は、アプリケーションをできるだけマイクロサービスに
分割することをお勧めします。マイクロサービスはより柔軟性が高く、アプリケーションをコンテナと
して簡単にデプロイでき、アプリケーションの全体的なビルドとデプロイの可視性が高まります。

叙事詩
環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

GitHub リポジトリをクローンし
ます。

リポジトリのクローンを作成す
るには、次のコマンドを実行し
ます。

git clone https://
github.com/aws-samples/
aws-codepipeline-devsecops-
amazoneks

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア

S3 バケットを作成し、コードを
アップロードします。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして Amazon 
S3 コンソールを開き、このソ
リューションをデプロイする
予定の AWS リージョンに S3 
バケットを作成します。詳細
については、Amazon S3 のド
キュメントの「バケットの作
成」を参照してください。

2. S3 バケットにという名前の
フォルダを作成しますcode。

3. リポジトリをクローンした場
所に移動します。.zip 拡張子 
(cicdstack.zip) を付けた
コード全体の圧縮バージョン
を作成し、.zip ファイルを検

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア、クラウド管理者、 DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
証するには、次のコマンドを
順番に実行します。

注:pythonコマンドが失敗し
て Python が見つからなかった
場合は、python3代わりに使
用してください。

cd aws-codepipeline-
devsecops-amazoneks
python -m zipfile -c 
 cicdstack.zip *
python -m zipfile -t 
 cicdstack.zip

4. S3 バケットに作成した
コードフォルダにファイ
ルをアップロードしま
す。cicdstack.zip
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タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックを
作成します。

1. AWS CloudFormation コン
ソールを開き、[スタックの作
成] を選択します。

2. [テンプレートの指定] で、
[テンプレートファイル
をアップロード] を選択
し、cf_templates/
codecommit_ecr.yamlファ
イルをアップロードして、[次
へ] を選択します。

3. [スタックの詳細を指定] に、
スタック名を入力し、次の
入力パラメータ値を指定しま
す。
• CodeCommitRepositoryBranchName: 

コードが置かれるブランチ
名 (デフォルトは main)

• CodeCommitRepositoryName: 
CodeCommit 作成するリポ
ジトリの名前。

• CodeCommitRepositoryS3Bucket: 
コードフォルダを作成した 
S3 バケットの名前

• CodeCommitRepositoryS3BucketObjKey:code/
cicdstack.zip

• ECRRepositoryName: 作成
する Amazon ECR リポジト
リの名前

4. [次へ] を選択し、[スタック設
定] オプションのデフォルト設
定を使用して、[次へ] を選択
します。

5. 「レビュー」セクションで、
テンプレートとスタックの
詳細を確認し、「Create 
stack」を選択します。次に、 
CodeCommit と Amazon ECR 
リポジトリを含むスタックが
作成されます。

6. Java CI/CD パイプライン
のセットアップに必要な 
Amazon ECR リポジトリの
名前をメモしておきます。 
CodeCommit

AWS DevOps、 DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation スタックのデプ
ロイを検証します。

1. CloudFormation コン
ソールの [スタック] で、 
CloudFormation デプロイした
スタックのステータスを確認
します。スタックのステータ
スは「作成完了」になってい
るはずです。

2. さらに、コンソール
から、Amazon ECR 
CodeCommit がプロビジョニ
ングされ、準備が整っている
ことを確認します。

DevOps エンジニア

S3 バケットを削除します。 前に作成した S3 バケットを空に
して削除します。詳細について
は、Amazon S3 のドキュメント
の「バケットの削除」を参照し
てください。

AWS DevOps、 DevOps

Helm チャートを設定する

タスク 説明 必要なスキル

Java アプリケーションの Helm 
チャートを設定します。

1. GitHub リポジトリをクロー
ンした場所で、そのフォルダ
に移動しますhelm_charts/
aws-proserve-java-
greeting。dev.yamlこ
のフォルダのファイルに
は、Amazon EKS へのコ
ンテナデプロイに合わせて
変更できる Kubernetes リ
ソース設定に関する情報が
含まれています。AWS アカ
ウント ID、AWS リージョ
ン、Amazon ECR リポジトリ
名を指定して、Docker リポ
ジトリパラメータを更新しま
す。

image: 
  repository: <account-
id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
<app-ecr-repo-name>

2. JavaLoadBalancer ポッドの
サービスタイプはに設定され
ています。

service: 
  type: LoadBalancer 
  port: 80 
  targetPort: 8080 
  path: /hello 

DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
  initialDelaySeconds: 60 
  periodSeconds: 30

別のサービス (などNodePort) 
を使用するには、パラメータ
を変更できます。さらなる詳
細については、Kubernetes 
documentation を参照してく
ださい。

3. autoscalingパラメータを
に変更すると、Kubernetes 
水平ポッドオートスケー
ラーをアクティブ化できま
すenabled: true。

autoscaling: 
  enabled: true 
  minReplicas: 1 
  maxReplicas: 100 
  
 targetCPUUtilizationPercentage: 
 80 
  # 
 targetMemoryUtilizationPercentage: 
 80

開発環境、本番環
境、UAT、QA環境な
ど、values.<ENV>.yamlファ
イル内の値を変更すること
で、Kubernetesワークロードの
さまざまな機能を有効にできま
す。<ENV>
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タスク 説明 必要なスキル

Helm チャートの構文エラーを検
証します。

1. ターミナルから、次のコマン
ドを実行して Helm v3 がイン
ストールされていることを確
認します。

helm --version

Helm v3 がインストールされ
ていない場合は、インストー
ルしてください。

2. ターミナルで Helm 
チャートディレクトリ 
(helm_charts/aws-
proserve-java-greeting) 
に移動し、以下のコマンドを
実行します。

helm lint . -f 
 values.dev.yaml

これにより、Helm チャートの
構文エラーがチェックされま
す。

DevOps エンジニア

Java CI/CD パイプラインをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

CI/CD パイプラインを作成しま
す。

1. AWS CloudFormation コン
ソールを開き、[スタックの作
成] を選択します。

2. [テンプレートの指定] で、
[テンプレートファイル
をアップロード] を選択
し、cf_templates/
build_deployment.yamlテ
ンプレートをアップロードし
て、[次へ] を選択します。

3. [スタックの詳細を指定] 
で、スタック名を指定し、入
力パラメータに次の値を指定
します。
• CodeBranchName: 

CodeCommit コードが存在
するリポジトリのブランチ
名

• EKSClusterName:
EKS クラスターの名前 
(EKSClusterID ではありま
せん)

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
• EKSCodeBuildAppName: 

アプリの名前ヘルムチャー
ト (aws-proserve-java-
greeting)

• EKSWorkerNodeRole ARN: 
Amazon EKS ワーカーノー
ドの IAM ロールの ARN

• EKSWorkerNodeRoleName: 
Amazon EKS ワーカーノー
ドに割り当てられた IAM 
ロールの名前

• EcrDockerRepository: コー
ドの Docker イメージが保存
される Amazon ECR リポジ
トリの名前

• EmailRecipient: ビルド通知
を送信する必要があるメー
ルアドレス

• EnvType: 環境 (開発、テス
ト、本番環境など)

• SourceRepoName: 
CodeCommit コードが存在
するリポジトリの名前

4. [Next] (次へ) を選択します。
「スタックオプションの設
定」のデフォルト設定を使
用して、「次へ」を選択しま
す。

5. [確認] セクションで、AWS 
CloudFormation テンプレート
とスタックの詳細を確認し、
[次へ] を選択します。

6. [スタックの作成] を選択しま
す。 

7. CloudFormation スタックの
デプロイ中に、パラメータで
指定したメールアドレスの所
有者に、SNS トピックを購読
するように求めるメッセージ
が届きます。Amazon SNS に
登録するには、所有者はメッ
セージ内のリンクを選択する
必要があります。

8. スタックが作成されたら、ス
タックの「Outputs」タブを開
き、EksCodeBuildkubeRoleARN出
力キーの ARN 値を記録しま
す。この IAM ARN 値は、後
で CodeBuild IAM ロールに 
Amazon EKS クラスターに
ワークロードをデプロイする

245



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
権限を与えるために必要にな
ります。

セキュリティハブとアクアセキュリティの統合を有効にする

タスク 説明 必要なスキル

Aqua セキュリティ統合を有効に
します。

このステップは、Trivy によって
報告された Docker イメージの
脆弱性検出結果を Security Hub 
にアップロードするために必
要です。AWS は Security Hub 
CloudFormation の統合をサポー
トしていないため、このプロ
セスは手動で行う必要がありま
す。

1. AWS Security Hub コンソール
を開き、インテグレーション
に移動します。

2. 「アクアセキュリティ」を
検索し、「アクアセキュリ
ティ：アクアセキュリティ」
を選択します。

3. 「調査結果を承認」を選択し
ます。

AWS 管理者、 DevOps エンジニ
ア

Helm コマンドまたは kubectl CodeBuild コマンドを実行するように設定します

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EKS クラスターで Helm 
または kubectl コマンドを実行で
きるようにします CodeBuild 。

EKS クラスターで 
Helmkubectl またはコマンドを
使用する認証を受けるには、に 
IAM ロールを追加する必要があ
りますaws-authConfigMap。 
CodeBuild この場合は、 
CodeBuild サービスが EKS ク
ラスターにアクセスしてワー
クロードをデプロイするため
に作成された IAM ロールの 
IAM ロールの ARN を追加しま
す。EksCodeBuildkubeRoleARNこ
のアクティビティを行うのは 1 
回限りです。

重要:導入承認段階に入る前に、
次の手順を完了する必要があり
ます CodePipeline。

1. Amazon Linux または 
macOScf_templates/

DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
kube_aws_auth_configmap_patch.sh
環境でシェルスクリプトを開
きます。

2. 次のコマンドを実行し
て、Amazon EKS クラスター
を認証します。

aws eks --region <aws-
region> update-kubeconfig 
 --name <eks-cluster-name>

3. 次のコマンドを使用してシェ
ルスクリプトを実行し、以前
に記録した ARN<rolearn-
eks-codebuild-
kubectl> 値に置き換えま
す。EksCodeBuildkubeRoleARN

bash cf_templates/
kube_aws_auth_configmap_patch.sh 
 <rolearn-eks-codebuild-
kubectl> 

aws_authConfigMapが設定さ
れ、アクセスが許可されます。

CI/CD パイプラインを検証する

タスク 説明 必要なスキル

CI/CD パイプラインが自動的に
開始されることを確認します。

1. Checkov が Dockerfile または 
Helm チャートで脆弱性を検
出した場合、 CodeSecurity パ
イプラインのスキャンステー
ジは通常失敗します。ただ
し、この例の目的は、CI/CD 
パイプライン (通常はプロセ
ス) で修正するのではなく、 
DevSecOps 潜在的なセキュ
リティ脆弱性を特定するプ
ロセスを確立することです。
ファイルではbuildspec/
buildspec_secscan.yaml、checkov--
soft-failコマンドはフラグ
を使用してパイプラインの障
害を回避します。

      - echo -e "\n 
 Running Dockerfile Scan" 
      - checkov -f code/
app/Dockerfile --framework 
 dockerfile --soft-fail --
summary-position bottom 

DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
      - echo -e "\n 
 Running Scan of Helm 
 Chart files" 
      - cp -pv 
 helm_charts/
$EKS_CODEBUILD_APP_NAME/
values.dev.yaml 
 helm_charts/
$EKS_CODEBUILD_APP_NAME/
values.yaml 
      - checkov 
 -d helm_charts/
$EKS_CODEBUILD_APP_NAME --
framework helm --soft-fail 
 --summary-position bottom 
      - rm -rfv 
 helm_charts/
$EKS_CODEBUILD_APP_NAME/
values.yaml

Dockerfile と Helm チャー
トの脆弱性が報告された
ときにパイプラインが失
敗するには、--soft-
failcheckovオプションをコ
マンドから削除する必要があ
ります。その後、開発者また
はエンジニアは脆弱性を修正
し、 CodeCommit 変更をソー
スコードリポジトリにコミッ
トできます。

2. CodeSecurity スキャンと同
様に、ビルドステージでは 
Aqua Security Trivy を使用
して、アプリケーションを 
Amazon ECR にプッシュす
る前に、重要度が高く重要
な Docker イメージの脆弱
性を特定します。この例で
は、Docker イメージの脆
弱性によるパイプライン障
害は発生させていません。
ファイルにはbuildspec/
buildspec.yml、trivy--
exit-codeコマンドにフ
ラグと値が含まれているた
め0、Docker イメージに 
HIGH または CRITICAL の脆
弱性が報告されても、パイプ
ラインは失敗しません。

      - AWS_REGION=
$AWS_DEFAULT_REGION 
 AWS_ACCOUNT_ID=
$AWS_ACCOUNT_ID trivy 
 -d image --no-progress 
 --ignore-unfixed --
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
exit-code 0 --severity 
 HIGH,CRITICAL --format 
 template --template 
 "@securityhub/asff.tpl" -
o securityhub/report.asff 
 $AWS_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.
$AWS_DEFAULT_REGION.amazonaws.com/
$IMAGE_REPO_NAME:
$CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION

HIGH, CRTICAL--exit-
code脆弱性が報告されたとき
にパイプラインが失敗するよ
うにするには、1の値をに変更
します。

その後、開発者またはエン
ジニアは脆弱性を修正し、 
CodeCommit 変更をソース
コードリポジトリにコミット
できます。

3. Aqua Security Trivy によって
報告された Docker イメージ
の脆弱性は、Security Hub に
アップロードされます。AWS 
Security Hub コンソールで、
「調査結果」に移動しま
す。結果をレコード状態 = ア
クティブ、製品 = アクアセ
キュリティでフィルタリング
します。これにより、Security 
Hub Dockerイメージの脆弱性
が一覧表示されます。Security 
Hub に脆弱性が現れるまでに 
15 分から 1 時間かかることが
あります。

を使用してパイプラインを
開始する方法の詳細につい
ては CodePipeline、AWS 
CodePipeline ドキュメントの
「パイプラインを開始する」 
CodePipeline、「パイプライン
を手動で開始する」、「スケ
ジュールに従ってパイプライン
を開始する」を参照してくださ
い。
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

デプロイメントを承認します。 1. ビルドフェーズが完了する
と、デプロイ承認ゲートが表
示されます。レビュー担当者
またはリリースマネージャが
ビルドを検査し、すべての要
件が満たされている場合は承
認する必要があります。これ
は、アプリケーションのデプ
ロイに継続的デリバリーを使
用するチームに推奨されるア
プローチです。

2. 承認後、パイプラインは 
Deploy ステージを開始しま
す。

3. Deploy ステージが成功する
と、 CodeBuild このステージ
のログにアプリケーションの 
URL が表示されます。URL を
使用して、アプリケーション
の準備が整っていることを確
認します。

DevOps

アプリケーションプロファイリ
ングを検証します。

デプロイが完了し、アプリケー
ションポッドが Amazon EKS に
デプロイされると、アプリケー
ションに設定された Amazon 
CodeGuru Profiler エージェン
トは、アプリケーションのプ
ロファイリングデータ (CPU、
ヒープサマリー、レイテン
シー、ボトルネック) を Amazon 
CodeGuru Profiler に送信しよう
とします。

アプリケーションの初期デプ
ロイでは、Amazon CodeGuru 
Profiler がプロファイリングデー
タを視覚化するのに約 15 分かか
ります。

AWS DevOps

関連リソース
• AWS CodePipeline ドキュメンテーション
• AWS での Trivy による画像のスキャン CodePipeline (ブログ投稿)
• Amazon CodeGuru プロファイラーを使用した Java アプリケーションの改善 (ブログ記事)
• AWS Security Finding Finding 形式
• EventBridge アマゾンのイベントパターン
• ヘルムアップグレード
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追加情報

追加情報
CodeGuru プロファイラーと AWS X-Ray サービスを機能的に混同しないでください。 CodeGuru ボトル
ネックやセキュリティ問題の原因となる可能性のある最も高価なコード行を特定し、潜在的なリスクにな
る前に修正するには、プロファイラーが適しています。AWS X-Ray のサービスはアプリケーションのパ
フォーマンスを監視するためのサービスです。

このパターンでは、イベントルールはデフォルトのイベントバスに関連付けられます。必要に応じて、カ
スタムイベントバスを使用するようにパターンを拡張できます。

このパターンでは、 CodeGuru Reviewer をアプリケーションコードの静的アプリケーションセキュリ
ティテスト (SAST) ツールとして使用します。このパイプラインは、 SonarQube や Checkmarx などの他
のツールにも使用できます。のスキャン手順の代わりにbuildspec/buildspec_secscan.yaml、これ
らのツールの対応するスキャン設定手順を追加できます CodeGuru。

Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS 
を使用して EC2 インスタンスにファイルシステム
をマウントします。

作成者:ドゥルガー・プラサド・チープリ (AWS)

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、クラウドネイティ
ブ、管理とガバナンス、スト
レージとバックアップ、ウェブ
サイトとウェブアプリ

AWS サービス: Amazon ECS; 
Amazon EFS

概要
このパターンは、Amazon Web Services（AWS）クラウド内の Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon 
EC2）インスタンス上で実行されるアマゾンエラスティックコンテナサービス（Amazon ECS）タスク
定義を作成するコードサンプルとステップを示し、Amazon Elastic File System（Amazon EFS）を使用
してファイルシステムをマウントします。インスタンス。Amazon EFS を使用する Amazon ECS タスク
は、タスク定義で指定されたファイルシステムを自動的にマウントし、これらのファイルシステムを AWS 
リージョンのすべてのアベイラビリティーゾーンのタスクのコンテナで使用できるようにします。

永続ストレージと共有ストレージの要件を満たすには、Amazon ECS と Amazon EFS を併用できます。
たとえば、Amazon EFS を使用して、アプリケーションの永続的なユーザーデータとアプリケーション
データを、可用性を高めるために異なるアベイラビリティーゾーンで実行されているアクティブとスタン
バイの ECS コンテナペアに保存できます。Amazon EFS を使用して、ECS コンテナや分散ジョブワーク
ロードからparallel アクセスできる共有データを保存することもできます。

Amazon EFS を Amazon ECS で使用するには、タスク定義に 1 つ以上のボリューム定義を追加できま
す。ボリューム定義には、Amazon EFS ファイルシステム ID、アクセスポイント ID、および転送中AWS 
Identity and Access Management (IAM) 認証またはトランスポート層セキュリティ (TLS) 暗号化の設定が
含まれます。タスク定義内のコンテナ定義を使用して、コンテナの実行時にマウントされるタスク定義ボ
リュームを指定できます。Amazon EFS ファイルシステムを使用するタスクを実行すると、Amazon ECS 
はファイルシステムがマウントされ、アクセスが必要なコンテナで使用できることを確認します。
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前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Virtual Private Cloud (VPC)、Virtual Private Cloud (VPC)、VPN (VPN) エンドポイントまたはルーター
• (推奨) Amazon EFS アクセスポイントおよび IAM 認証機能との互換性については、Amazon ECS コン

テナエージェント 1.38.0 以降を参照してください (詳細については、AWS ブログ記事「Amazon EFS 
の新機能 — IAM 認証とアクセスポイント」を参照してください)。

機能制限

• 1.35.0 より前のバージョンの Amazon ECS コンテナエージェントは、EC2 起動タイプを使用するタス
クの Amazon EFS ファイルシステムをサポートしていません。

アーキテクチャ
次の図は、Amazon ECS を使用してタスク定義を作成し、ECS コンテナ内の EC2 インスタンスに 
Amazon EFS ファイルシステムをマウントするアプリケーションの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Amazon EFS ファイルシステムを作成します。
2. コンテナを使用してタスク定義を作成します。
3. Amazon EFS ファイルシステムをマウントするようにコンテナインスタンスを設定します。タスク定義

はボリュームマウントを参照するため、コンテナインスタンスは Amazon EFS ファイルシステムを使
用できます。ECS タスクは、タスクがどのコンテナインスタンスで作成されたかにかかわらず、同じ 
Amazon EFS ファイルシステムにアクセスできます。

4. タスク定義の 3 つのインスタンスを使用して Amazon ECS サービスを作成します。

テクノロジースタック

• Amazon EC2
• Amazon ECS
• Amazon EFS

Tools
• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコ

ンピューティングキャパシティーを提供します。Amazon EC2 を使用すると、必要な数 (またはそれ以
下) の仮想サーバーを起動でき、スケールアウトまたはスケールインできます。

• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、
停止、管理を行うための、高度にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。タスクとサービス
は、AWS Fargate で管理されているサーバーレスインフラストラクチャで実行できます。または、イン
フラストラクチャをより詳細に制御するために、管理する EC2 インスタンスのクラスターでタスクと
サービスを実行できます。

• Amazon EFS — Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドサービスとオンプレミス
リソースで使用できる、シンプルでスケーラブルな、フルマネージドされた伸縮自在な NFS ファイルシ
ステムを提供します。
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エピック

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェ
ルのコマンドを使って AWS サービスと対話することができます。最小限の設定で、ブラウザベースの 
AWS マネジメントコンソールで提供される機能と同等の機能を実装する AWS CLI コマンドをコマンド
プロンプトで実行できます。

エピック
Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク 説明 必要なスキル

AWS マネジメントコンソールを
使用して、Amazon EFS ファイ
ルシステムを作成します。

1. Amazon EFS ファイルシステ
ムを作成し、コンテナを含む 
VPC を選択します。[Note:]
(メモ:) 別の VPC を使用する
場合は、VPC ピアリング接続
を設定します。

2. ファイルシステム ID をメモし
ます。

AWS DevOps

Amazon EFS ファイルシステムまたは AWS CLI のいずれかを使用して Amazon 
ECS タスク定義を作成します。

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EFS ファイルシステム
を使用してタスク定義を作成し
ます。

以下の設定で新しい Amazon 
ECS コンソールまたは従来の
Amazon ECS コンソールを使用
してタスク定義を作成します。

• 新しいコンソールを使用する
場合は、アプリケーション環
境に Amazon EC2 インスタ
ンスを選択してください。ク
ラシックコンソールを使用す
る場合は、起動タイプとして
EC2 を選択します。

• ボリュームを追加します。ボ
リュームの名前を入力し、ボ
リュームタイプとして [EFS] 
を選択し、先にメモしたファ
イルシステム ID を選択しま
す。ルートディレクトリに
は、Amazon ECS コンテナ
ホストでホストする Amazon 
EFS ファイルシステムパスを
選択します。

AWS DevOps

AWS CLI を使用してタスク定義
を作成します。

1. タスク定義の入力パラメー
タプレースホルダーを含む 
JSON テンプレートを作成す
るには、以下のコマンドを実
行します。

AWS DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

aws ecs register-task-
definition --generate-cli-
skeleton

2. JSON テンプレートでタスク
定義を作成するには、次のコ
マンドを実行します。

aws ecs register-
task-definition --
cli-input-json file://
<path_to_your_json_file>

3. task_definition_parameters.jsonファ
イル (添付) に基づいて JSON 
テンプレートに入力パラメー
タを入力します。[Note:] (メ
モ:) 入力パラメータの詳細に
ついては、「タスク定義パラ
メータ (Amazon ECS ドキュ
メント)」および register-task-
definition(AWS CLI コマンドリ
ファレンス) を参照してくださ
い。

関連リソース
• Amazon ECS タスク定義
• Amazon EFS ボリューム

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Terraform と Python を使用して Fargate を使用し
て Amazon EKS に CoreDNS を自動的にデプロイ
します

ケビン・ヴォーンとロレンゾ・コウト (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス; インフラストラク
チャ

ワークロード: オープンソースの
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概要

AWS サービス: Amazon EKS; 
AWS Fargate

概要
このパターンは、eksctl を使用してクラスターを作成していないときに、AWS Fargate を使用して
Amazon Web Services（AWS）クラウド上の Amazon Elastic Kubernetes サービス（Amazon EKS）クラ
スターに Kubernetes CoreDNS ポッドをデプロイする手順を示しています。CoreDNS は、Kubernetes ク
ラスター DNS として機能する、フレキシブルで拡張可能な DNS (ドメインネームシステム) サーバーで
す。CoreDNS ポッドにより、クラスター内にあるすべてのポッドの名前が解決されます。 少なくとも 1 
つのノードで Amazon EKS クラスターを起動すると、クラスターにデプロイされたノード数に関係なく、
デフォルトで CoreDNS イメージの 2 つのレプリカがデプロイされます。 

クラスターの Fargate でのみポッドを実行する場合は、CoreDNS デプロイを変更して 
eks.amazonaws.com/compute-type: ec2 アノテーションを削除する必要があります。これを手動で行うに
は、Amazon EKS クラスターを作成した後に、次の kubectl コマンドラインインターフェイス (CLI) コマ
ンドを順番に使用します。

1. kubectl patch deployment coredns -n kube-system --type=json -p='[{"op": 
"remove", "path": "/spec/template/metadata/annotations", "value": 
"eks.amazonaws.com/compute-type"}]'

2. kubectl rollout restart -n kube-system deployment coredns

ただし、組織のポリシーやその他の状況により CLI ベースのアクセスが利用できない場合は、自動化を使
用してこれらの変更を実行する必要がある場合があります。このパターンでは、デプロイが継続的インテ
グレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインで実行されている場合に、既存の Terraform 
ベースのコードとしてのインフラストラクチャ (IAC) Amazon EKS クラスターのデプロイを自動化するた
めに、新しい Hashicorp Terraform および Python リソースが追加されます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Terraform をベースにした既存の Amazon EKS クラスターデプロイテンプレート

機能制限

このパターンは、Terraform を使用してデプロイされた Amazon EKS クラスターデプロイをサポートする
ように設計されています。Python スクリプト (main.py) は、 CloudFormation 適切なテンプレートリソー
スを使用して適用すれば CloudFormation、AWS を使用してデプロイされた Amazon EKS クラスターデプ
ロイにも使用できます。

製品バージョン

• Terraform バージョン 13 以降
• Python 3.7

アーキテクチャ
テクノロジースタック
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Tools

• Amazon EKS
• AWS Fargate
• AWS Lambda
• ハシコープTerraform
• Python

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Fargate と CoreDNS を Auto Scaling グループにデプロイし、AWS Lambda 関数を使用した 
Amazon EKS クラスターコントロールペイン内の Amazon EKS のアーキテクチャを示しています。

• Lambda 関数は、Amazon EKS クラスターで Fargate プロファイルが作成された後に開始されます。
• Python スクリプトが呼び出され、CoreDNS ポッドを Amazon EKS クラスターにデプロイする自動化さ

れた kubectl コマンドが実行されます。

自動化とスケーリング

このパターンにより、CoreDNS ポッドのデプロイに使用できる CLI ベースの手動ステップが自動化され
ます。

Tools
AWS サービス

• Amazon EKS — Amazon EKubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に実行で
きるようにするマネージド型サービスです。独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードを
インストール、操作、維持する必要はありません。Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーション
のデプロイ、スケーリング、および管理を自動化するためのオープンソースシステムです。 

• AWS Fargate-AWS Fargate は、Amazon EエラスティックコンテナService (Amazon ECS) と Amazon 
EKubernetes Service (Amazon EAmazon Elastic Kubernetes Service) の両方で動作するコンテナ用の
サーバーレスコンピューティングエンジンです。Fargate を使用すると、サーバーのプロビジョニング
と管理が不要になり、アプリケーションごとにリソースを指定して料金を支払うことができるほか、ア
プリケーションを設計的に分離してセキュリティを強化できます。 

• AWS Lambda-AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理サーバーなしでもコードを実行
し、有効にするコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あた
り数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費
したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生し
ません。 

その他のツール

• Hashicorp Terraform-Hashicorp Terraform は、クラウドサービスを管理するための一貫した CLI ワーク
フローを提供するオープンソースの IaC ソフトウェアツールです。Terraform はクラウド API を宣言型
の設定ファイルにコード化します。 

• Python-Python はインタープリター型の高レベル汎用プログラミング言語です。 

Code

このパターンのコードは、「追加情報」セクションにあります。
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叙事詩
Terraform ファイルをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

ブートストラップ_ラムダ.tf ファ
イルを作成します。

というファイルを作成
しbootstrap_lambda.tf、追
加情報セクションのコードをコ
ピーして貼り付けます。

クラウドアーキテクト

bootstrap_lambda.tf ファイルを
既存の Amazon EKS Terraform 
デプロイに追加します。

bootstrap_lambda.tfこの
ファイルを、他の Terraform 
インフラストラクチャファ
イルとともに既存の Amazon 
EKS Terraform ディレクト
リにコピーして貼り付けま
す。すべての変数と依存関係
が正しいプロパティ (たとえ
ば、cluster_name) を参照して
いることを確認してください。
これらの値には、Terraform 変数
設定を使用してください。

クラウドアーキテクト

Python ファイルをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

Python ファイルのディレクトリ
構造を作成します。

既存の Amazon EKS Terraform 
デプロイテンプレート構造内に
次のディレクトリ構造を作成し
ます。

Files/lambda/python

クラウドアーキテクト

main.py ファイルを作成します。 というファイルを作成
しmain.py、追加情報セクショ
ンのコードをコピーして貼り付
けます。

クラウドアーキテクト

main.py ファイルを既存の 
Amazon EKS Terraform デプロイ
に追加します。

main.pyファイルをコピーし
て、python新しいディレクトリ
構造のフォルダーに貼り付けま
す。

クラウドアーキテクト

いずれかのデプロイオプションを使用してデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CI/CD パイプラインを使用して
デプロイします。

既存の Amazon EKS デプロイが
自動プロセスの一部である場合
は、CI/CD Pipeline プロセスを再

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
度開始して変更をデプロイしま
す。

Terraform を使用してデプロイし
ます。

Terraform を使用して変更をデプ
ロイするには、以下のコマンド
を使用します。

terraform init

terraform plan

terraform apply

クラウドアーキテクト

追加情報
bootstrap_lambda.tf

# The following Lambda resource fixes a CoreDNS issue on Fargate EKS clusters 
  
data "archive_file" "bootstrap_archive" { 
  type        = "zip" 
  source_dir  = "files/lambda/python" 
  output_path = "files/lambda/python.zip"
} 
  
resource "aws_security_group" "bootstrap" { 
  name_prefix = var.cluster_name # Reference to EKS Cluster Name variable 
  vpc_id      = var.vpc_id # Reference to VPC ID variable (VPC in which EKS Cluster is 
 hosted) 
  
  egress { 
    from_port   = 0 
    to_port     = 0 
    protocol    = "-1" 
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] 
  }
} 
  
resource "aws_iam_role" "bootstrap" { 
  name_prefix        = var.cluster_name # Reference to EKS Cluster Name variable 
  assume_role_policy = <<JSON
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "lambda.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}
JSON
} 
  
resource "aws_iam_role_policy_attachment" "bootstrap" { 
  role        = aws_iam_role.bootstrap.name 
  policy_arn  = "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole"

258



AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

} 
  
resource "aws_lambda_function" "bootstrap" { 
  function_name    = "${local.cluster_name}-bootstrap" 
  runtime          = "python3.7" 
  handler          = "main.handler" 
  role             = aws_iam_role.bootstrap.arn 
  filename         = data.archive_file.bootstrap_archive.output_path 
  source_code_hash = data.archive_file.bootstrap_archive.output_base64sha256 
  timeout          = 120 
  
  vpc_config { 
    subnet_ids = var.subnet_ids 
    security_group_ids = [aws_security_group.bootstrap.id] 
  }
} 
  
data "aws_lambda_invocation" "bootstrap" { 
  function_name = aws_lambda_function.bootstrap.function_name 
  input = <<JSON
{ 
  "endpoint": "${module.eks.cluster_endpoint}", 
  "token": "${data.aws_eks_cluster_auth.cluster.token}"
}
JSON 
  
  depends_on = [aws_lambda_function.bootstrap]
}

main.py

import json
import logging
import os
import ssl
import urllib.parse
import urllib.request
import urllib.response
from datetime import datetime
from typing import Dict 
  
# configure logging parameters
debug = os.environ.get("DEBUG")
logging_level = logging.DEBUG if debug else logging.INFO
request_debuglevel = 5 if debug else 0 
  
  
# configure logger
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.DEBUG) 
  
# configure request handler
request_context = ssl._create_unverified_context()
request_handler = urllib.request.HTTPSHandler( 
    context=request_context, debuglevel=request_debuglevel
) 
  
  
def build_patch_payload(annotations: Dict) -> Dict: 
    return json.dumps( 
        {"spec": {"template": {"metadata": {"annotations": annotations}}}} 
    ) 
  
  
def build_patch_body(annotations: Dict) -> Dict: 
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    return json.dumps( 
        {"spec": {"template": {"metadata": {"annotations": annotations}}}} 
    ) 
  
  
def patch_coredns_service(url: str, headers: Dict[str, str], data: str) -> None: 
    request = urllib.request.Request( 
        url, headers=headers, data=bytes(data.encode("utf-8")), method="PATCH" 
    ) 
    opener = urllib.request.build_opener(request_handler) 
    with opener.open(request) as response: 
        return response.read().decode() 
  
  
def handler(event, _): 
    logger.info(event) 
  
    token = event.get("token") 
    endpoint = event.get("endpoint") 
  
    url = f"{endpoint}/apis/apps/v1/namespaces/kube-system/deployments/coredns" 
    headers = { 
        "Authorization": f"Bearer {token}", 
        "Accept": "application/json", 
        "Content-Type": "application/strategic-merge-patch+json", 
    } 
  
    try: 
        # force coredns to launch in fargate by deleting the eks.amazonaws.com/compute-type 
 label 
        patch_payload = build_patch_payload( 
            {"$patch": "delete", "eks.amazonaws.com/compute-type": "ec2"} 
        ) 
        logging.info("Patch Request: %s", patch_payload) 
        patch_response = patch_coredns_service(url, headers, patch_payload) 
        logging.info("Patch Response: %s", patch_response) 
  
        # force coredns service restart to apply changes 
        restart_payload = build_patch_body( 
            {"kubectl.kubernetes.io/restartedAt": datetime.utcnow().isoformat()} 
        ) 
        logging.info("Restart Request: %s", restart_payload) 
        restart_response = patch_coredns_service(url, headers, restart_payload) 
        logging.info("Restart Response: %s", restart_response) 
    except urllib.error.HTTPError as e: 
        logger.error("Request Error: %s", e)

AWS Fargate を使用して Java マイクロサービスを 
Amazon ECS にデプロイする

ビジェイ・トンプソン (AWS) とサンディープ・ボンドゥグラ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:コンテナ ターゲット:アマゾン ECS

R タイプ:該当なし テクノロジー:コンテナとマイ
クロサービス、ウェブサイトと
ウェブアプリ

AWS サービス:アマゾン ECS
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概要
このパターンは、AWS Fargate を使用して Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にコンテナ
化された Java マイクロサービスをAmazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にデプロイするため
のガイダンスを提供します。このパターンでは、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) をコ
ンテナ管理に使用せず、代わりに Docker イメージを Docker ハブから取得します。

前提条件と制限
前提条件

• Docker ハブ上の既存の Java マイクロサービスアプリケーション
• パブリック Docker リポジトリー
• アクティブな AWS アカウント
• Amazon ECS や Fargate などの AWS サービスに精通していること
• ドッカー、Java、スプリングブートフレームワーク
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を起動、実行中 (オプション)
• アプリケーションに Amazon RDVPC (Amazon RDS) (オプション)

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Java マイクロサービス (たとえば、Spring Boot で実装されているもの) と Docker へのデプロイ

ソースアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

• Fargate を使用して各マイクロサービスをホストする Amazon ECS クラスター
• Amazon ECS クラスターと関連するセキュリティグループをホストする VPC ネットワーク 
• Fargate を使用してコンテナーを起動する各マイクロサービスのクラスター/タスク定義

ターゲットアーキテクチャ

Tools
Tools

• Amazon ECS を使用すると、独自のコンテナオーケストレーションソフトウェアをインストールして運
用したり、仮想マシンのクラスターを管理およびスケーリングしたり、それらの仮想マシンにコンテナ
をスケジュールしたりする必要がなくなります。 

• AWS Fargate を使用すると、サーバーや Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
の管理は不要です。Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と組み合わせて使用されます。

• Docker は、アプリケーションをすばやく構築、テスト、デプロイするためのソフトウェアプラット
フォームです。Docker はソフトウェアをコンテナと呼ばれる標準化されたユニットにパッケージ化しま
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す。コンテナには、ライブラリ、システムツール、コード、ランタイムなど、ソフトウェアの実行に必
要なものがすべて揃っています。 

ドッカーコード

次の Dockerfile は、使用する Java 開発キット (JDK) のバージョン、Java アーカイブ (JAR) ファイルが存
在する場所、公開されるポート番号、およびアプリケーションのエントリポイントを指定します。

FROM openjdk:11
ADD target/Spring-docker.jar Spring-docker.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java","-jar","Spring-docker.jar"]

叙事詩
新しいタスク定義の作成

タスク 説明 必要なスキル

タスク定義を作成します。 Amazon ECS で Docker コン
テナを実行するには、タス
ク定義が必要です。Amazon 
ECS コンソールを https:// 
console.aws.amazon.com/ecs/
で開き、[タスク定義] を選択し
て、新しいタスク定義を作成し
ます。詳細については、Amazon 
EC2 のドキュメントを参照して
ください。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

起動タイプを選択します。 起動タイプとして Fargate を選
択します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

タスクを設定します。 タスク名を定義し、適切な量の
タスクメモリと CPU を使用し
てアプリケーションを設定しま
す。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

コンテナを定義する コンテナ名を指定します。イ
メージには、Docker サイト名、
リポジトリ名、および Docker イ
メージのタグ名 (docker.io/
sample-repo/sample-
application:sample-tag-
name) を入力します。アプリ
ケーションのメモリ制限を設定
し、許可されるポートのポート
マッピング (8080, 80) を設定
します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

タスクを作成します。 タスクとコンテナの設定が完了
したら、タスクを作成します。
詳細な手順については、「関連
リソース」セクションのリンク
を参照してください。

AWS システム管理者、アプリ開
発者
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クラスターを設定する

タスク 説明 必要なスキル

クラスターを作成して構成しま
す。

クラスタータイプとして
Networking only を選択し、名前
を設定してからクラスターを作
成するか、使用可能な場合は既
存のクラスターを使用します。
詳細については、Amazon EC2 
のドキュメントを参照してくだ
さい。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

タスクの設定

タスク 説明 必要なスキル

タスクを作成します。 クラスター内で、[新しいタスク
を実行] を選択します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

起動タイプを選択します。 起動タイプとして Fargate を選
択します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

タスク定義、リビジョン、およ
びプラットフォームバージョン
を選択します。

実行するタスク、タスク定義の
リビジョン、およびプラット
フォームバージョンを選択しま
す。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

クラスターを選択します。 タスクを実行するクラスターを
選択します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

タスク数を指定します。 実行するタスクの数を設定しま
す。2 つ以上のタスクで起動する
場合、トラフィックをタスクに
分散させるためにロードバラン
サーが必要です。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

タスクグループを指定します。 (オプション) 一連の関連するタス
クをタスクグループとして識別
するには、タスクグループ名を
指定します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

クラスターVPC、サブネット、
セキュリティグループを設定し
ます。

クラスターVirtual Private、お
よびアプリケーションをデプ
ロイするサブネットを設定し
ます。セキュリティグループ 
(HTTP、HTTPS、ポート 8080) 
を作成または更新して、インバ
ウンド接続とアウトバウンド接
続へのアクセスを提供します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

パブリック IP 設定を行います。 Fargate タスクにパブリック IP 
アドレスを使用するかどうかに
応じて、パブリック IP を有効
または無効にします。デフォル

AWS システム管理者、アプリ開
発者
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タスク 説明 必要なスキル
トの推奨オプションは [有効] で
す。

設定を確認してタスクを作成す
る

設定を確認して、[タスクを実行] 
を選択します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの URL をコ
ピーします。

タスクステータスが「実行中」
に更新されたら、タスクを選択
します。「ネットワーク」セク
ションで、パブリックIPをコピー
します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

アプリケーションをテストして
ください。

ブラウザに、パブリック IP を入
力してアプリケーションをテス
トします。

AWS システム管理者、アプリ開
発者

関連リソース
• Amazon ECS の Docker の基本 (Amazon ECS ドキュメント)
• AWS Fargate 上の Amazon ECS (Amazon ECS ドキュメント)
• タスク定義の作成 (Amazon ECS ドキュメント)
• クラスターの作成 (Amazon ECS ドキュメント)
• 基本サービスパラメータの設定 (Amazon ECS ドキュメント)
• ネットワークを設定する (Amazon ECS ドキュメント)
• Amazon ECS への Java マイクロサービスのデプロイ (ブログ記事)

Amazon ECR と AWS Fargate を使用して Java マ
イクロサービスを Amazon ECS にデプロイします

ビジェイ・トンプソン (AWS) とサンディープ・ボンドゥグラ (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: コンテナ ターゲット: Amazon ECS

R タイプ: 該当なし テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス; ウェブサイトとウェ
ブアプリ

AWS サービス: Amazon ECS

概要
このパターンは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でコンテナ化されたアプリケー
ションとして Java マイクロサービスをデプロイするステップをガイドします。また、このパターンで
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前提条件と制限

は、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) を使用してコンテナを管理し、AWS Fargate を使
用してコンテナを実行します。

前提条件と制限
前提条件

• Docker 上でオンプレミスで実行されている既存の Java マイクロサービスアプリケーション
• アクティブな AWS アカウント
• Amazon ECR、Amazon ECS、AWS Fargate、および AWS Command Line Interface (AWS CLI) に関す

る知識
• Java および Docker ソフトウェアに関する知識

製品バージョン

• AWS CLI のバージョン 1.7 以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Java マイクロサービス (Spring Boot を使用して開発されたものなど) とオンプレミスでデプロイされた 
Java マイクロサービス

• Docker

ソースアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon ECR
• Amazon ECS
• AWS Fargate

ターゲットアーキテクチャ

Tools
Tools

• Amazon ECR-Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、開発者が Docker コンテナイメー
ジを簡単に保存、管理、デプロイできる完全マネージド型レジストリです。Amazon ECR は Amazon 
ECS と統合して、 development-to-production ワークフローを簡素化します。Amazon ECR は、可用性
の高いスケーラブルなアーキテクチャでイメージをホストするため、アプリケーションにコンテナをデ
プロイできるようになります。AWS Identity and Access Management (IAM) との統合により、各リポジ
トリをリソースレベルで制御できるようになります。
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エピック

• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、非常にスケーラブルかつ高性能
なコンテナオーケストレーションサービスで、Docker コンテナに対応しており、AWS でコンテナ化さ
れたアプリケーションを簡単に実行およびスケールできるようになります。Amazon ECS を使用する
と、独自のコンテナオーケストレーションソフトウェアをインストールして運用したり、仮想マシンの
クラスターを管理およびスケーリングしたり、それらの仮想マシンでコンテナをスケジュールしたりす
る必要がなくなります。

• AWS Fargate — AWS Fargate は、Amazon ECS のコンピューティングエンジンで、サーバーまたはク
ラスターを管理する必要なくコンテナを実行できるようになります。AWS Fargate を使用すると、コン
テナを実行するために仮想マシンのクラスターをプロビジョニング、設定、スケールする必要がありま
せん。これにより、サーバータイプの選択、クラスターをスケールするタイミングの決定、クラスター
のパッキングの最適化を行う必要がなくなります。

• Docker-Docker は、コンテナと呼ばれるパッケージでアプリケーションをビルド、テスト、配信できる
プラットフォームです。

Code

以下では、使用する Java 開発キット (JDK) のバージョン、Java アーカイブ (JAR) ファイルが存在する場
所、公開されるポート番号、 DockerFile およびアプリケーションのエントリポイントを指定します。

FROM openjdk:8 
 ADD target/Spring-docker.jar Spring-docker.jar 
 EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java","-jar","Spring-docker.jar"]

エピック
Amazon ECR リポジトリを作成する

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリを作成します。 AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして Amazon 
ECR コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ecr/ 
repositories) を開きます。プラ
イベートリポジトリを作成しま
す。手順については、Amazon 
ECR ドキュメントの「プライ
ベートリポジトリの作成」を参
照してください。

開発者、システム管理者

プロジェクトをアップロードし
ます。

リポジトリを開き、[プッシュコ
マンドを表示] を選択します。表
示される手順に従ってプロジェ
クトをアップロードします。(こ
れらの手順は、バージョン 1.7 以
降の AWS CLI を使用している場
合にのみ有効です。) アップロー
ドが完了したら、ビルドの URL 
をリポジトリにコピーします。
この URL は、Amazon ECS でコ
ンテナを作成するときに使用し
ます。

開発者、システム管理者
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エピック

コンテナを作成して起動する

タスク 説明 必要なスキル

タスク定義を作成します。 Amazon ECS で Docker コン
テナを実行するには、タス
ク定義が必要です。https:// 
console.aws.amazon.com/ecs/
で Amazon ECS コンソールを開
き、[タスク定義] を選択して、新
しいタスク定義を作成します。
詳細については、Amazon ECS 
ドキュメントの「タスク定義の
作成」を参照してください。

開発者、システム管理者

起動タイプを選択します。 起動タイプとして Fargate を選
択します。

開発者、システム管理者

タスクを設定します。 タスク名を定義し、適切な量の
タスクメモリと CPU を使用し
てアプリケーションを構成しま
す。

開発者、システム管理者

コンテナを定義します。 コンテナを追加し、名
前、Amazon ECR リポジトリの 
URL、メモリ制限、およびポー
トマッピングを指定します。
ポート 8080 と 80 はポートマッ
ピング用に設定されています。
アプリケーションの要件に基づ
いて残りの設定を行います。

開発者、システム管理者

タスクを作成します。 タスクとコンテナの設定が完了
したら、タスクを作成します。
詳細な手順については、「関連
リソース (p. 269)」セクション
のリンクを参照してください。

開発者、システム管理者

Amazon ECS クラスターを作成し、サービスを設定する

タスク 説明 必要なスキル

クラスターを作成または選択し
ます。

Amazon ECS クラスターは、
タスクまたはサービスの論理
グループを提供します。既存
のクラスターを使用すること
も、新しいクラスターを作成す
ることもできます。新しいクラ
スターを作成する場合は、要件
に基づいてクラスターの種類を
選択します。この例では、ネッ
トワーククラスターを選択しま
した。クラスターの名前を指定
し、Fargate タスクに使用する新
しい仮想プライベートクラウド 

開発者、システム管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
(VPC) を作成するかどうかを選
択します。

サービスを作成する クラスター内で、[サービスの作
成] を選択します。

開発者、システム管理者

起動タイプを選択します。 起動タイプとして Fargate を選
択します。

開発者、システム管理者

タスク定義、リビジョン、プ
ラットフォームバージョンを選
択します。

実行するタスクを選択し、続い
てタスク定義のリビジョンとプ
ラットフォームバージョンを選
択します。

開発者、システム管理者

クラスターを選択します。 ドロップダウンリストから、
サービスを作成するクラスター
を選択します。

開発者、システム管理者

サービス名を指定します。 作成しているサービスに一意の
名前をつけます。

開発者、システム管理者

タスクの数を指定します。 サービスの起動時に実行するタ
スクの数を設定します。2 つ以上
のタスクで起動する場合、タス
クのバランスを取るためにロー
ドバランサーが必要です。設定
するタスクの最小数は 1 です。

開発者、システム管理者

ヘルシーパーセンテージの最小
値と最大値を設定します。

アプリケーションの正常性パー
センテージの最小値と最大値を
設定するか、提供されているデ
フォルトオプションをそのまま
使用します。

開発者、システム管理者

デプロイメント設定を行いま
す。

要件に基づいて、デプロイタイ
プを選択します。ローリング
アップデートまたはBlue-Green 
Deployment を選択できます。

開発者、システム管理者

クラスター VPC、サブネット、
セキュリティグループを設定し
ます。

クラスター VPC、アプリケー
ションをデプロイするサブネッ
ト、インバウンド/アウトバウ
ンド接続へのアクセスを提供す
るためのセキュリティグループ 
(HTTP、HTTPS、ポート 8080) 
を設定します。

開発者、システム管理者

パブリック IP 設定を行います。 Fargate タスクにパブリック IP 
アドレスを使用するかどうかに
応じて、パブリック IP を有効ま
たは無効にします。

開発者、システム管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

負荷分散を設定します。 複数のタスクを含むサービスを
起動する場合は、ロードバラ
ンサーを設定します。サービス
を起動する前に、ロードバラン
サーとそのターゲットグループ
を作成する必要があります。

開発者、システム管理者

自動スケーリングを設定しま
す。

Amazon ECS Service Auto 
Scaling を使用するようにサービ
スを設定し、要件に応じて必要
なタスク数を増やしたり減らし
たりします。

開発者、システム管理者

設定を確認してサービスを作成
します。

サービス設定を確認して、[サー
ビスを作成] を選択します。

開発者、システム管理者

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションをテストして
ください。

タスクのデプロイ時に作成され
たパブリック DNS を使用して
アプリケーションをテストしま
す。アプリケーションにロード
バランサーがある場合は、それ
を使用してアプリケーションを
テストしてからカットオーバー
します。

開発者、システム管理者

関連リソース
• Amazon ECS の Docker の基本 (Amazon ECS ドキュメント)
• AWS Fargate 上の Amazon ECS (Amazon ECS ドキュメント)
• プライベートリポジトリの作成 (Amazon ECR ドキュメント)
• タスク定義の作成 (Amazon ECS ドキュメント)
• コンテナ定義 (Amazon ECS ドキュメント)
• クラスターの作成 (Amazon ECS ドキュメント)
• 基本的なサービスパラメータの設定 (Amazon ECS ドキュメント)
• ネットワークの設定 (Amazon ECS ドキュメント)
• ロードバランサーを使用するようにサービスを設定する (Amazon ECS ドキュメント)
• サービスAuto Scaling を使用するようにサービスを設定する (Amazon ECS ドキュメント)
• AWS Fargate に Java スプリングブートをデプロイする方法 (ブログ記事)
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Amazon ECR とロードバランシングを使用して Java 
マイクロサービスを Amazon ECS にデプロイします

Amazon ECR とロードバランシングを使用して 
Java マイクロサービスを Amazon ECS にデプロイ
します

作成者:ドゥルガー・プラサド・チープリ (AWS)

R タイプ: 該当なし ソース: Java ターゲット: Amazon ECS

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロットのリ
クエスト

テクノロジー: ウェブサイトと
ウェブアプリ、コンテナとマイ
クロサービス

AWS サービス: Amazon ECS

概要
このパターンでは、コンテナ化された Java マイクロサービスアーキテクチャを Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) にデプロイして、アプリケーションのスケーリングと開発を迅速に行うための手順
の概要を示しています。これはイノベーションを可能にし、 time-to-market 新機能を加速させるのに役立
ちます。 

このパターンでは、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) を使用して Docker ベースのコンテ
ナを保存および管理し、Python スクリプトを含む AWS CloudFormation テンプレートを使用してインフラ
ストラクチャのセットアップを自動化します。このパターンは、AWS Compute ブログに掲載されている
「Amazon Elastic Container Service での Java マイクロサービスのデプロイ」という記事に基づいていま
す。

マイクロサービスは、ソフトウェア開発にアーキテクチャ的かつ組織的なアプローチを提供します。ソフ
トウェアは、明確に定義されたアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) を介して通信す
る小規模で独立したサービスで構成されます。これらのサービスは、小規模で自己完結型のチームが担当
しています。 

Amazon ECS は、拡張性が高く高性能なコンテナオーケストレーションサービスです。Docker コンテナ
をサポートしており、コンテナ化されたアプリケーションを AWS 上で迅速に実行およびスケーリングで
きます。Amazon ECS を使用すると、コンテナオーケストレーションソフトウェアをインストールして操
作したり、仮想マシン (VM) のクラスターを管理およびスケーリングしたり、それらの VM でコンテナを
スケジュールしたりする必要がなくなります。

簡単な API 呼び出しで、Docker 対応アプリケーションの起動と停止、リクエストの全状態のクエリを実行
できるほか、AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、セキュリティグループ、ロードバラン
サー、Amazon CloudWatch Events、AWS CloudFormation テンプレート、AWS CloudTrail ログなど、さ
まざまな自然な機能にアクセスできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント   
• Java 開発キットバージョン 1.7 以降の Java マイクロサービスのソースコード
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アーキテクチャ

• アカウント内のユーザーのアクセスキーとシークレットアクセスキー
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
• Java、パイロットのAWS エスト (SDK)、および Docker ソフトウェア
• 前述のテクノロジーの使用に関する知識
• Amazon ECS、AWS、Elastic Load Balancing CloudFormation などの AWS サービスに関する知識

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Java で実装され、オンプレミス環境の Apache Tomcat にデプロイされたマイクロサービス

ターゲットテクノロジースタック

• クライアントのリクエストを検査するApplication Load Balancer。ルーティングルールに基づいて、
ロードバランサーは、状態と一致するターゲットグループのインスタンスとポートにリクエストを転送
します。

• 各マイクロサービスのターゲットグループ。ターゲットグループは、対応するサービスによって使用可
能なコンテナインスタンスを登録するために使用されます。各ターゲットグループにはパスがあるた
め、特定のマイクロサービスのウェイを呼び出すと、正しいターゲットグループにマップされます。こ
れにより、1 つのApplication Load Balancer を使用して、パスによってアクセスされるすべてのマイク
ロサービスを処理できます。たとえば、https:///owner/ * は Owner マイクロサービスにマップされてダ
イレクトされます。

• 各マイクロサービスのコンテナをホストする Amazon ECS クラスター。
• Amazon ECS クラスターと関連するセキュリティグループをホストするための Amazon Virtual Private 

Cloud (Amazon VPC) ネットワーク。
• 各マイクロサービスのAmazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリ。
• Amazon ECS クラスターのインスタンス上のコンテナを起動する、各マイクロサービスのサービスまた

はタスク定義。

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• Amazon ECS — Amazon ECS では、簡単な API 呼び出しでコンテナベースのアプリケーションを起動

および停止でき、一元化されたサービスからクラスターの状態を取得でき、使い慣れた Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 機能の多くにアクセスできます。

• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、開発者が Docker コンテナ
イメージを簡単に保存、管理、デプロイできる完全マネージド型の Registry です。Amazon ECR 
は Amazon ECS と統合して、 development-to-production ワークフローを簡素に行うことができま
す。Amazon ECR は、可用性の高いスケーラブルなアーキテクチャでイメージをホストするため、アプ
リケーションにコンテナをデプロイできます。AWS Identity and Access Management (IAM) との統合に
より、各リポジトリのリソースレベルで制御を提供します。
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叙事詩

叙事詩
AWS CloudFormation テンプレートを作成して、Java マイクロサービスをホスト
する Amazon ECS クラスターをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EC2 Linux インスタンス
をプロビジョニングし、Docker 
をインストールし、マイクロ
サービスごとに Docker ファイル
を作成します。

  Ops

Amazon ECR にドッカーイメー
ジをセットアップします。

イメージの Dockerfile を使用し
て、イメージをプッシュ、ビル
ド、新しいリポジトリのタグ付
けを行います。各マイクロサー
ビスにも同じ操作を行います。
新しくタグ付けされた画像をリ
ポジトリにプッシュします。

Ops

AWS CloudFormation テンプレー
トを作成します。

AWS CloudFormation テンプ
レートを作成して、仮想プライ
ベートクラウド (VPC)、Amazon 
ECS クラスター、および 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) をプロビ
ジョニングします。

Ops

AWS サービスのプロビジョニング

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation 前に作成したテ
ンプレートを使用して AWS イ
ンフラストラクチャを作成しま
す。

https://github.com/
awslabs/amazon-ecs-
java-microservices /blob/
master/2_ecs_java_Spring_PetClinic 
_Microservices/setup.py にあ
る Python スクリプトを使用
して、以前に作成した AWS 
CloudFormation テンプレートを
呼び出します。このテンプレー
トは、ターゲット環境に必要な 
AWS インフラストラクチャを作
成します。

Ops

Amazon ECR リポジトリ、タス
ク、サービス、Application Load 
Balancer、ターゲットグループを
作成します。

Python スクリプトは AWS 
CloudFormation テンプレートの
出力を読み取り、BOTO3 API 呼
び出しを使用して Amazon ECR 
リポジトリ、タスク、サービ
ス、Application Load Balancer、
およびターゲットグループを作
成します。

Ops
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関連リソース
• Amazon Elastic Container Service での Java マイクロサービスのデプロイ (AWS Compute ブログ記事)
• Python スクリプト
• Amazon ECS ドキュメント
• Amazon ECS のドッカーの基本
• AWS SDK for Python
• アマゾン VPC ドキュメント
• Amazon ECR ドキュメント

Amazon EKS と Amazon S3 の Helm チャートリポ
ジトリを使用して Kubernetes リソースとパッケー
ジをデプロイします。

作成者:サガー・パニグラヒ (AWS)

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス; DevOps

AWS サービス: Amazon EKS

概要
このパターンは、Kubernetes アプリケーションの複雑さに関係なく効率的に管理するのに役立ちます。
このパターンは、Helm を既存の継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプライ
ンと統合され、Kubernetes クラスターにアプリケーションをデプロイします。Helm は Kubernetes ア
プリケーションの管理に役立つ Kubernetes パッケージマネージャーです。ヘルムチャートは、複雑な 
Kubernetes アプリケーションの定義、インストール、アップグレードに役立ちます。チャートはバージョ
ン管理して Helm リポジトリに保存できるため、システム停止時の平均復元時間 (MTTR) が短縮されま
す。 

このパターンは、Kubernetes クラスターに Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用し
ます。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を Helm チャートリポジトリとして使用しているた
め、組織全体の開発者がチャートを一元管理してアクセスできます。

前提条件と制限
前提条件

• Virtual Private Cloud (VPC) を使用するアクティブなAmazon Web Services vice (AWS) アカウント
• Amazon EKS クラスター 
• ワーカーノードは Amazon EKS クラスター内にセットアップされ、ワークロードを処理する準備ができ

ています
• クライアントマシン内のターゲットクラスターの Amazon EKS kubeconfig ファイルを設定するための 

Kubectl
• AWS Identity and Access Management (IAM) アクセスで S3 バケットを作成する
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アーキテクチャ

• クライアントマシンからの Amazon S3 への IAM (プログラムまたはロール) アクセス
• ソースコード管理と CI/CD パイプライン

機能制限

• 現時点では、カスタムリソース定義 (CRD) のアップグレード、削除、管理はサポートされていません。
• CRD を参照するリソースを使用している場合は、CRD を個別に (チャート外に) インストールする必要

があります。

製品バージョン

• ヘルムバージョン3.6.3

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EKS
• Amazon VPC
• Amazon S3
• ソースコードの管理
• ヘルム
• Kubectl

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS CloudFormation を使用してインフラストラクチャの作成を自動化できます。1 つの選択肢は、モ
ジュール式でスケーラブルな Amazon EKS アーキテクチャクイックスタートを使用することです。

• Helmは既存のCI/CD自動化ツールに組み込んで、Helmチャートのパッケージングとバージョン管理を自
動化します（このパターンでは対象外です）。

• GitVersion または Jenkins のビルド番号を使用してチャートのバージョン管理を自動化できます。

Tools
Tools

• Amazon EKS — Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に
実行できるようにするマネージド型の Kubernetes サービスです。お客様独自の Kubernetes コントロー
ルプレーンを立ち上げたり維持する必要はありません。Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケー
ションのデプロイ、スケーリング、および管理を自動化するためのオープンソースシステムです。

• Helm — Helm は、Kubernetes クラスターでアプリケーションをインストールおよび管理するために役
立つ Kubernetes 用のパッケージマネージャーです。

• Amazon S3 — Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージで
す。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量
のデータを保存および取得できます。
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• Kubectl — Kubectl は、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインユー
ティリティです。

Code

サンプルコードが添付されています。

叙事詩
Helm の設定と初期化

タスク 説明 必要なスキル

Helm クライアントをインストー
ルします。

Helm クライアントをローカルシ
ステムにダウンロードしてイン
ストールするには、次のコマン
ドを使用します。 

sudo curl https://
raw.githubusercontent.com/
helm/helm/master/scripts/
get-helm-3 | bash

DevOps エンジニア

Helm のインストールを検証しま
す。

Helm が Amazon EKS クラス
ター内の Kubernetes API サー
バーと通信できることを確認
するには、を実行しますhelm 
version。

DevOps エンジニア

Amazon EKS クラスターに Helm チャートを作成してインストールする

タスク 説明 必要なスキル

NGINX 用のヘルムチャートを作
成します。

my-nginxクライアントマシン
で名前の付いたヘルムチャー
トを作成するには、を実行しま
すhelm create my-nginx。

DevOps エンジニア

チャートの構造を確認してくだ
さい。

チャートの構造を確認するに
は、tree コマンドを実行しま
すtree my-nginx/。

DevOps エンジニア

チャートでサービスアカウント
の作成を無効にします。

でvalues.yaml、serviceAccountcreateセ
クションの下にあるキーをに設
定しますfalse。このパターン
ではサービスアカウントを作成
する必要がないため、これはオ
フになっています。

DevOps エンジニア

変更したチャートに構文エラー
がないか検証 (リント処理) しま
す。

チャートをターゲットクラス
ターにインストールする前に、
チャートに構文エラーがない
か検証するには、を実行しま
すhelm lint my-nginx/。

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

チャートをインストールして 
Kubernetes リソースをデプロイ
します。

Helm chart のインストールを実
行するには、以下のコマンドを
使用します。 

helm install --name my-
nginx-release --debug my-
nginx/ --namespace helm-
space 

debugオプションのフラグは、
インストール中にすべてのデ
バッグメッセージを出力しま
す。namespaceフラグは、この
チャートのリソース部分が作成
される名前空間を指定します。

DevOps エンジニア

Amazon EKS クラスター内のリ
ソースを確認します。

helm-space名前空間内の Helm 
チャートの一部として作成され
たリソースを確認するには、次
のコマンドを使用します。 

kubectl get all -n helm-
space

DevOps エンジニア

Kubernetes アプリケーションの以前のバージョンにロールバックします

タスク 説明 必要なスキル

リリースを変更してアップグ
レードしてください。

チャートを変更するに
はvalues.yaml、replicaCountで
値をに変更します2。次に、次の
コマンドを実行して、すでにイ
ンストールされているリリース
をアップグレードします。

helm upgrade my-nginx-
release my-nginx/ --
namespace helm-space

DevOps エンジニア

Helm リリースの履歴を確認して
ください。

Helm を使用してインストール
された特定のリリースのすべ
てのリビジョンを一覧表示する
には、次のコマンドを実行しま
す。 

helm history my-nginx-
release

DevOps エンジニア

特定のリビジョンの詳細を確認
してください。

作業バージョンに切り替えたり
ロールバックしたりする前、お
よびリビジョンをインストール
する前の検証をさらに進めるに

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
は、以下のコマンドを使用して
各リビジョンに渡された値を確
認してください。

helm get --revision=2 my-
nginx-release

以前のバージョンにロールバッ
クします。

以前のリビジョンにロールバッ
クするには、次のコマンドを使
用します。 

helm rollback my-nginx-
release 1 

この例では、リビジョン番号 1 
にロールバックしています。

DevOps エンジニア

S3 バケットを Helm リポジトリとして初期化

タスク 説明 必要なスキル

Helm チャート用の S3 バケット
を作成します。

ユニークな S3 バケットを作成し
ます。バケットにという名前の
フォルダを作成しますcharts。
このパターンの例では、s3://
my-helm-charts/chartsター
ゲットのチャートリポジトリと
して使用しています。

クラウド管理者

Amazon S3 用の Helm プラグイ
ンをインストールします。

helm-s3 プラグインをクライアン
トマシンにインストールするに
は、以下のコマンドを使用しま
す。 

helm plugin install https://
github.com/hypnoglow/helm-
s3.git --version 0.10.0

[Note:] (メモ:) Helm V3 のサポー
トは、プラグインバージョン 
0.9.0 以上で利用できます。

DevOps エンジニア

Amazon S3 ヘルムリポジトリを
初期化します。

ターゲットフォルダーを Helm 
リポジトリとして初期化する
には、次のコマンドを使用しま
す。 

helm S3 init s3://my-helm-
charts/charts 

このコマンド
は、index.yamlその場所に保

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
存されているすべてのチャート
情報を追跡するファイルをター
ゲットに作成します。

Amazon S3 リポジトリを Helm 
に追加します。

クライアントマシンにリポジト
リを追加するには、次のコマン
ドを使用します。

helm repo add my-helm-charts 
 s3://my-helm-charts/charts 

このコマンドは、Helm クライ
アントマシンのターゲットリポ
ジトリにエイリアスを追加しま
す。

DevOps エンジニア

リポジトリリストを確認してく
ださい。

Helm クライアントマシンにある
リポジトリのリストを表示する
には、を実行しますhelm repo 
list。

DevOps エンジニア

Amazon S3 Helm リポジトリにチャートをPackage 化して保存する

タスク 説明 必要なスキル

チャートをパッケージ化しま
す。

my-nginx作成したチャートを
パッケージ化するには、を実
行しますhelm package ./
my-nginx/。このコマン
ドは、my-nginxチャート
フォルダーのすべての内容
を、Chart.yamlファイルに記
載されているバージョン番号を
使用して名前が付けられたアー
カイブファイルにパッケージ化
します。

DevOps エンジニア

パッケージを Amazon S3 Helm 
リポジトリに保存します。

Amazon S3 の Helm リポジトリ
にパッケージをアップロードす
るには、.tgzファイルの正しい
名前を使用して次のコマンドを
実行します。

helm s3 push ./my-
nginx-0.1.0.tgz my-helm-
charts

DevOps エンジニア

Helm チャートを検索します。 チャートがローカルと Amazon 
S3 の Helm リポジトリの両方
に表示されることを確認する
には、次のコマンドを実行しま
す。

DevOps エンジニア

278



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

helm search repo my-nginx

グラフの変更、バージョン管理、パッケージ化

タスク 説明 必要なスキル

グラフを変更し、パッケージ化
します。

で
はvalues.yaml、replicaCount値
をに設定します1。次に、helm 
package ./my-nginx/を実行
してチャートをパッケージ化し
ます。Chart.yaml0.1.1今度
はバージョンをに変更します。 

バージョン管理は、CI/CD パイ
プライン内の Jenkins GitVersion 
ビルド番号などのツールを使用
して自動化することで更新する
のが理想的です。バージョン番
号の自動化は、このパターンの
範囲外です。

DevOps エンジニア

新しいバージョンを Amazon S3 
の Helm リポジトリにプッシュし
ます。

バージョン 0.1.1 の新しいパッ
ケージを Amazon S3 のmy-
helm-charts Helm リポジトリ
にプッシュするには、次のコマ
ンドを実行します。

helm s3 push ./my-
nginx-0.1.1.tgz my-helm-
charts

DevOps エンジニア

Amazon S3 Helm リポジトリからチャートを検索してインストールする

タスク 説明 必要なスキル

my-nginx チャートのすべての
バージョンを検索してくださ
い。

使用可能なすべてのバージョン
のチャートを表示するには、--
versionsフラグを付けて次のコ
マンドを実行します。

helm search repo my-nginx --
versions

フラグがない場合、Helmはデ
フォルトでアップロードされた
チャートの最新バージョンを表
示します。

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 Helm リポジトリか
らチャートをインストールしま
す。

前のタスクの検索結果には、my-
nginxチャートの複数のバー
ジョンが表示されます。Amazon 
S3 Helm リポジトリから新しい
バージョン (0.1.1) をインストー
ルするには、次のコマンドを使
用します。

helm upgrade my-nginx-
release my-helm-charts/my-
nginx --version 0.1.1 --
namespace helm-space

DevOps エンジニア

関連リソース
• ヘルムドキュメンテーション
• ヘルム-3 プラグイン (MIT ライセンス)
• HELM クライアントバイナリ
• Amazon EKS ドキュメント

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

コンテナイメージで Lambda 関数をデプロイする
ラム・カンダスワミー (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:コンテナとマイ
クロサービス、ビジネスの生産
性、クラウドネイティブ、コス
ト管理、ソフトウェア開発とテ
スト、近代化、サーバーレス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS EC2 
Container Registry、AWS 
Lambda

概要
AWS Lambda はデプロイモデルとしてコンテナイメージをサポートしています。このパターンは、コンテ
ナイメージを使用して Lambda 関数をデプロイする方法を示しています。 

Lambda はサーバーレスのイベント駆動コンピューティングサービスです。実質どのようなタイプのアプ
リケーションやバックエンドサービスでもサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを
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実行するために使用できるサーバーレスコンピューティングサービスです。Lambda 関数のコンテナーイ
メージサポートにより、アプリケーションアーティファクト用に最大 10 GB のストレージと、使い慣れた
コンテナーイメージ開発ツールを使用できるというメリットが得られます。

前提条件と制限
前提条件

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) がアクティブ化されました
• アプリケーションコード
• ランタイムインターフェイスクライアントでドッカーイメージ

機能制限

• サポートされる最大画像サイズは 10 GB です。
• Lambda ベースのコンテナデプロイの最大実行時間は 15 分です。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• Docker イメージ
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
• CloudWatch アマゾンログ

ターゲットアーキテクチャ

1. を使用してリポジトリを作成し、を使用してアプリケーションコードをコミットします CodeCommit。
2. CodeBuild プロジェクトは、 CodeCommit ソースプロバイダーとしてを使用して作成されます。
3. CodeBuild 実行すると Docker イメージが作成されます。
4. CodeBuild はAmazon ECR にイメージを公開します。
5. Lambda 関数は Amazon ECR のイメージを使用して作成します。

自動化とスケール

このパターンは CloudFormation、AWS、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、または SDK の API 
オペレーションを使用して自動化できます。Lambda はリクエスト数に基づいて自動的にスケーリングで
き、同時実行パラメーターを使用して調整できます。

Tools
• AWS CloudFormation Designer の統合 JSON および YAML エディタ — AWS CloudFormation Designer 

には、テンプレートの詳細を表示および編集するための JSON と YAML の統合エディタが用意されてい
ます。たとえば、統合されたエディタ を使用して、リソースのプロパティを定義したり、テンプレート
のパラメータを変更したりできます。
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• AWS CodeBuild — AWS CodeBuild はクラウドで動作する、フルマネージド型のビルドサービスです。 
CodeBuild はソースコードをコンパイルし、単体テストを実行して、すぐにデプロイできるアーティ
ファクトを生成します。

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は AWS がホストするバージョン管理サービスです。を使用し
て、アセット (ドキュメント、ソースコード、バイナリファイルなど) CodeCommit をクラウドに非公開
で保存および管理するために使用できるを使用してクラウド内のアセット (ドキュメント、ソースコー
ド、バイナリファイルなど) を非公開で保存および管理するために使用できるを使用して、アセット

• AWS CodeStar またはその他の開発環境 — AWS CodeStar は、AWS でソフトウェア開発プロジェクト
を作成、管理、および操作するクラウドベースのサービスです。

• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、信頼性を備えた 
AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティ
ングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あ
たり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に
対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

• Docker — Docker は、アプリケーションを迅速に構築、テスト、デプロイするためのソフトウェアプ
ラットフォームです。Docker はソフトウェアをコンテナと呼ばれる標準化されたユニットにパッケージ
化します。コンテナには、ライブラリ、システムツール、コード、ランタイムなど、ソフトウェアの実
行に必要なものがすべて揃っています。

叙事詩
でプロジェクトを作成 CodeBuild

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リポジトリを作成
します。

次のアプローチでは、基礎
となるプログラミング言語
として Python を使用します
が、Java、Node.js、Go などの
他の言語も使用できます。

設定ファイルとコードを含む
ファイルを保存するには、 
CodeCommit リポジトリを作成
します。

デベロッパー

CodeBuild プロジェクトを作成し
ます。

CodeBuild コンソールで、新
しいプロジェクトを作成しま
す。privileged mode有効
になっていることを確認しま
す。Docker イメージを構築する
には、これが必要です。そうし
ないと、イメージは正常にビル
ドされません

プロジェクト名と説明に値を
入力します。ソースプロバイ
ダーを指定します。この例で
は CodeCommit を使用しま
す。その他のオプションには 
GitHub、Bitbucket や Amazon 
SSimple Storage Service 
(Amazon S3) があります。

デベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ドッカーファイルを編集しま
す。

Dockerfile は、アプリケーション
を開発している最上位のディレ
クトリに配置する必要がありま
す。Pythonsrc コードはフォル
ダーにあるはずです。

イメージを作成するとき
は、Lambda がサポートする公式
イメージを使用してください。
そうしないと、ブートストラッ
プエラーが発生し、パッキン
グプロセスがより困難になりま
す。

詳細については、「追加情報」
セクションを参照してくださ
い。

デベロッパー

Amazon ECR でリポジトリを作
成します。

Amazon ECR にコンテナリポ
ジトリを作成します。以下の
コマンド例では、作成された
リポジトリの名前はですcf-
demo。buildspec.yamlリポジ
トリはファイルで再利用されま
す。

aws ecr create-repository --
cf-demo 

AWS 管理者、開発者

Amazon ECR にイメージをプッ
シュします。

CodeBuild を使用してイメージビ
ルドプロセスを実行できます。 
CodeBuild Amazon ECR を操作
したり、S3 を操作したりするに
は権限が必要です。プロセスの
一環として、Docker イメージが
ビルドされ、Amazon ECR レジ
ストリにプッシュされます。テ
ンプレートとコードの詳細につ
いては、「追加情報」セクショ
ンを参照してください。

デベロッパー

イメージがリポジトリにあるこ
とを確認します。

イメージがリポジトリにある
ことを確認するには、Amazon 
ECR コンソールで [リポジトリ] 
を選択します。Amazon ECR 設
定でその機能が有効になってい
る場合は、画像がタグ付きで表
示されるはずです。また、脆弱
性スキャンレポートの結果も記
載されているはずです。 

デベロッパー
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トラブルシューティング

イメージを実行する Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数を作成する Lambda コンソールで [関数の作
成] を選択し、[コンテナイメー
ジ] を選択します。Amazon ECR 
リポジトリにあるイメージの関
数名と URI を入力し、[関数の作
成] を選択します。

アプリケーションデベロッパー

Lambda 関数をテストします。 関数を呼び出してテストするに
は、[テスト] を選択します。

アプリケーションデベロッパー

トラブルシューティング

問題 解決策

ビルドは成功しません。 1. CodeBuild プロジェクトで特権モードが有効に
なっているか確認してください。

2. ドッカー関連のコマンドには、必要なアクセス
許可があることを確認します。sudoコマンドに
追加しようとしています

3. に関連付けられた IAM ロールに、Amazon 
ECR、Amazon S3、 CodeBuild CloudWatch お
よびログを操作するための適切なアクションを
含むポリシーがあることを確認します。

関連リソース
• Lambda のベースイメージ
• の Docker サンプル CodeBuild
• 一時的な認証情報を渡す

追加情報
ドッカーファイルを編集する

次のスクリーンショットは、ドッカーファイルを編集するコマンドを示しています。

 

FROMコマンド値は、公開されている Amazon ECR イメージリポジトリの Lambda 関数を使用する Python 
3.8 ベースイメージに対応しています。 

COPY requirements.txtコマンドは、コードに必要な依存関係をキャプチャします。 

RUN pip install --user -r requirements.txtこのコマンドは、依存関係をローカルユーザー
ディレクトリにインストールします。 
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Java マイクロサービスを Amazon EKS にデプ
ロイし、Application Load Balancer で公開する

COPY src/server.py ${LAMBDA_TASK_ROOT}このコマンドは、Lambda 関数が使用するタスクルー
トディレクトリにコードをコピーします。このコマンドは環境変数を使用するので、実際のパスについて
心配しなくて済みます。実行する関数は、 CMD [ "server.lambda_handler" ]引数としてコマンド
に渡されます。

Amazon ECR にイメージを追加します

次のコードでは、11111111アカウント番号に置き換え、us-east-1別の地域を使用している場合は置き
換えてください。buildspecこのファイルでは、 CodeBuild ビルド番号を使用してイメージバージョンを
タグ値として一意に識別します。これは要件に合わせて変更できます。

ビルドスペックカスタムコード

phases: 
  install: 
    runtime-versions: 
       python: 3.9 
  pre_build: 
    commands: 
      - python3 --version 
      - pip3 install --upgrade pip 
      - pip3 install --upgrade awscli 
      - sudo docker info 
  build: 
    commands: 
      - echo Build started on `date` 
      - echo Building the Docker image... 
      - ls 
      - cd app 
      - docker build -t cf-demo:$CODEBUILD_BUILD_NUMBER . 
      - docker ls 
  post_build: 
    commands: 
      - echo Build completed on `date` 
      - echo Pushing the Docker image... 
      - aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111111111.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com 
      - docker tag cf-demo:$CODEBUILD_BUILD_NUMBER 11111111.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/cf-demo:$CODEBUILD_BUILD_NUMBER 
      - docker push 111111111.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/cf-demo:
$CODEBUILD_BUILD_NUMBER

サンプル Java マイクロサービスを Amazon EKS 
にデプロイし、Application Load Balancer を使用し
てマイクロサービスを公開します。

ビジェイ・トンプソン (AWS) とアッカマハデヴィ・ハレマス (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:コンテナーとマイ
クロサービス

ワークロード:オープンソース

AWS サービス:AWS EC2 
Container Registry、アマゾン 
EKS、アマゾン ECR
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概要

概要
このパターンでは、eksctlコマンドラインユーティリティと Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) を使用して、サンプル Java マイクロサービスをコンテナ化されたアプリケーションとして Amazon 
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にデプロイする方法について説明します。Application Load 
Balancer を使用して、アプリケーショントラフィックを負荷分散させることができます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されている AWS Command Line Interface 

(AWS CLI) バージョン 1.7 以降 (macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されてい
る) バージョン 1.7 以降

• 実行中の Docker デーモン
• macOS、Linux、または Windowseksctl にインストールおよび設定されているコマンドラインユー

ティリティ (詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「Amazon EKS スタートガイド — eksctl」
を参照してください)。

• macOS、Linux、または Windowskubectl にインストールおよび設定されているコマンドラインユー
ティリティ (詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストールまたは更新」を参
照してください)。

機能制限

• このパターンは、Application Load Balancer の SSL 証明書のインストールには適用されません。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon ECR
• Amazon EKS
• Elastic Load Balancing

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Amazon EKS で Java マイクロサービスをコンテナ化するアーキテクチャを示しています。

Tools
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、安全性と信頼性に優れたスケーラブルなマネー

ジドコンテナイメージレジストリサービスです。
• Amazon Elastic Kubernetes Service

berneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberne
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ

ンドを使って AWS サービスと対話することができます。
• Elastic Complication Load Balancing は、受信したトラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンの複

数のターゲット (Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、IP アドレス
など) に自動的に分散させます。
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叙事詩

• eksctl は、Amazon EKS でクラスターを作成するのに役立ちます。
• kubectl を使うと、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行することができます。
• Docker は、コンテナと呼ばれるパッケージでアプリケーションをビルド、テスト、配信するのに役立ち

ます。

叙事詩
ekscksclを使用して Amazon EKKKustlクラスターを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EKS クラスターを作成
します。

2 つの t2.small Amazon EC2 イ
ンスタンスをノードとして使用
する Amazon EKS クラスターを
作成するには、次のコマンドを
実行します。

eksctl create cluster --
name <your-cluster-name> --
version <version-number> --
nodes=1 --node-type=t2.small

注:このプロセスには 15 分か
ら 20 分かかる場合がありま
す。クラスターが作成される
と、適切な Kubernetes 設定が
kubeconfig ファイルに追加され
ます。kubeconfigこのファイ
ルを使用して、後のステップで
アプリケーションをデプロイで
きます。kubectl

開発者、システム管理者

Amazon EKKKKKKKKKKK クラスターが作成され、接
続できることを確認するに
は、kubectl get nodesコマ
ンドを実行します。

開発者、システム管理者

Amazon ECR リポジトリを作成し、Docker イメージをプッシュします。

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECR リポジトリを作成
します。

Amazon ECR ドキュメントの
「プライベートリポジトリの作
成」の指示に従います。

開発者、システム管理者

POM XML ファイルを作成しま
す。

このパターンの「追加情
報 (p. 291)」セクションにあ
る POM ファイルコードの例に
基づいてファイルを作成しま
す。pom.xml

開発者、システム管理者

ソースファイルを作成します。 次の例に基づい
て、HelloWorld.javasrc/
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
main/java/eksExampleパス
にというソースファイルを作成
します。

package eksExample;
import static 
 spark.Spark.get;

public class HelloWorld { 
    public static void 
 main(String[] args) { 
        get("/", (req, res) 
 -> { 
            return "Hello 
 World!"; 
        }); 
    }
}

必ず以下のディレクトリ構造を
使用してください。

### Dockerfile
### deployment.yaml
### ingress.yaml
### pom.xml
### service.yaml
### src 
    ### main 
        ### java 
            ### eksExample 
                ### 
 HelloWorld.java

Dockerfile を作成します。 このパターンの「追加情
報 (p. 291)」セクションにある
サンプル DockerfileDockerfile
コードに基づいてを作成しま
す。

開発者、システム管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Docker イメージを作成し、プッ
シュします。

イメージをビルド、タグ付
け、Amazon ECR にプッシュす
るディレクトリで、次のコマン
ドを実行します。Dockerfile

aws ecr get-login-password 
 --region <region>| 
 docker login --username 
 AWS --password-stdin 
 <account_number>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com
docker buildx build --
platform linux/amd64 -t 
 hello-world-java:v1 .
docker tag hello-
world-java:v1 
 <account_number>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
<repository_name>:v1
docker push 
 <account_number>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
<repository_name>:v1

注:前述のコマンドで AWS リー
ジョン、アカウント番号、リポ
ジトリの詳細を変更します。後
で使用できるように、必ず画像
の URL をメモしておきます。

重要:M1 チップを搭載した 
macOS システムでは、AMD64 
プラットフォームで実行されて
いる Amazon EKS と互換性のあ
るイメージを構築する際に問題
が発生します。この問題を解決
するには、docker buildx を使用
して Amazon EKS で動作する 
Docker イメージを構築してくだ
さい。

 

Java マイクロサービスのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

デプロイファイルを作成しま
す。

このパターンの「追加情
報 (p. 291)」deployment.yaml
セクションにあるサンプルデプ
ロイファイルコードに基づいて
という名前の YAML ファイルを
作成します。

注:以前にコピーした画像 URL を 
Amazon ECR リポジトリの画像
ファイルのパスとして使用しま
す。

開発者、システム管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Java マイクロサービスを 
Amazon EKS クラスターにデプ
ロイします。

Amazon EKS クラスター
にデプロイを作成するに
は、kubectl apply -f 
deployment.yamlコマンドを
実行します。

開発者、システム管理者

ポッドのステータスを確認しま
す。

1. ポッドのステータスを検証
するには、kubectl get 
podsコマンドを実行します。

2. ステータスが「準備完了」に
変わるまでお待ちください。

開発者、システム管理者

サービスを作成する 1. このパターンの「追加情
報 (p. 291)」service.yaml
セクションにあるサンプル
サービスファイルコードに基
づいてというファイルを作成
します。

2. kubectl apply -f 
service.yaml コマンドを実
行します。

開発者、システム管理者

AWS Load Balancer アドオンを
インストールします。

Amazon EKS ドキュメントの
「AWS Load Balancer コント
ローラアドオンのインストー
ル」の指示に従います。

注:Kuberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberneberne

開発者、システム管理者

入力リソースを作成します。 このパターンの「追加情
報 (p. 291)」ingress.yaml
セクションにある入力リソース
ファイルコードの例に基づいて
という名前の YAML ファイルを
作成します。

開発者、システム管理者

Application Load Balancer の作
成。

Ingress リソースをデプロイして
Application Load Balancer を作成
するには、kubectl apply -f 
ingress.yamlコマンドを実行
します。

開発者、システム管理者

アプリケーションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションをテストおよ
び検証します。

1. ADDRESS フィールドから
ロードバランサーの DNS 名を
取得するには、kubectl get 
ingress.networking.k8s.io/
java-microservice-
ingressコマンドを実行しま
す。

開発者、システム管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
2. Amazon EKKノードと同

じ VPC の EC2 インスタ
ンスで、curl -v <DNS 
address from previous 
command>コマンドを実行し
ます。

関連リソース
• プライベートリポジトリの作成 (Amazon ECR ドキュメント)
• Docker イメージのプッシュ (Amazon ECR ドキュメント)
• イングレスコントローラー (Amazon EKS ワークショップ)
• ドッカービルド (ドッカー・ドキュメント)

追加情報
POM ファイルの例

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

  <groupId>helloWorld</groupId> 
  <artifactId>helloWorld</artifactId> 
  <version>1.0-SNAPSHOT</version> 

  <dependencies> 
    <dependency> 
      <groupId>com.sparkjava</groupId><artifactId>spark-core</artifactId><version>2.0.0</
version> 
    </dependency> 
  </dependencies> 
  <build> 
    <plugins> 
      <plugin> 
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-jar-plugin</
artifactId><version>2.4</version> 
        <configuration><finalName>eksExample</finalName><archive><manifest> 
              <addClasspath>true</addClasspath><mainClass>eksExample.HelloWorld</
mainClass><classpathPrefix>dependency-jars/</classpathPrefix> 
            </manifest></archive> 
        </configuration> 
      </plugin> 
      <plugin> 
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</
artifactId><version>3.1</version> 
        <configuration><source>1.8</source><target>1.8</target></configuration> 
      </plugin> 
      <plugin> 
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-assembly-plugin</
artifactId> 
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追加情報

        <executions> 
          <execution> 
            <goals><goal>attached</goal></goals><phase>package</phase> 
            <configuration> 
              <finalName>eksExample</finalName> 
              <descriptorRefs><descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef></
descriptorRefs> 
              <archive><manifest><mainClass>eksExample.HelloWorld</mainClass></manifest></
archive> 
            </configuration> 
          </execution> 
        </executions> 
      </plugin> 
    </plugins> 
  </build>
</project>

ドッカーファイルの例

FROM bellsoft/liberica-openjdk-alpine-musl:17

RUN apk add maven
WORKDIR /code

# Prepare by downloading dependencies
ADD pom.xml /code/pom.xml
RUN ["mvn", "dependency:resolve"]
RUN ["mvn", "verify"]

# Adding source, compile and package into a fat jar
ADD src /code/src
RUN ["mvn", "package"]

EXPOSE 4567
CMD ["java", "-jar", "target/eksExample-jar-with-dependencies.jar"]

デプロイファイルの例

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: microservice-deployment
spec: 
  replicas: 2 
  selector: 
    matchLabels: 
      app.kubernetes.io/name: java-microservice 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app.kubernetes.io/name: java-microservice 
    spec: 
      containers: 
      - name: java-microservice-container 
        image: .dkr.ecr.amazonaws.com/: 
        ports: 
        - containerPort: 4567

サービスファイルの例

apiVersion: v1
kind: Service
metadata: 
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AWS Copilot を使用してクラスター化されたア
プリケーションを Amazon ECS にデプロイする

  name: "service-java-microservice"
spec: 
  ports: 
    - port: 80 
      targetPort: 4567 
      protocol: TCP 
  type: NodePort 
  selector: 
    app.kubernetes.io/name: java-microservice

入力リソースファイルの例

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata: 
  name: "java-microservice-ingress" 
  annotations: 
    kubernetes.io/ingress.class: alb 
    alb.ingress.kubernetes.io/load-balancer-name: apg2 
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip 
  labels: 
    app: java-microservice
spec: 
  rules: 
    - http: 
        paths: 
          - path: / 
            pathType: Prefix 
            backend: 
              service: 
                name: "service-java-microservice" 
                port: 
                  number: 80

AWS Copilot を使用してクラスター化されたアプリ
ケーションを Amazon ECS にデプロイする

ジャン=バティスト・ギロワ (AWS)、マシュー・ジョージ (AWS)、トーマス・スコット (AWS) が作成

code repository:

• クラスター化されたサンプル
アプリケーションのデモ

環境: 本番稼働用 テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、ビジネス生産性、
クラウドネイティブ、ソフト
ウェア開発とテスト

AWS サービス: アマゾン ECS; 
AWS Fargate; アマゾン ECR

概要
このパターンでは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターにコンテナをデプロイす
る方法を、Amazon Web Services (AWS) マネジメントコンソールを使用する方法と AWS コパイロットを
使用する方法の 2 つの方法で、AWS Copilot がデプロイタスクを簡素化する方法を示しています。

Amazon ECS は、クラスターでコンテナを簡単に実行、停止、管理できる非常にスケーラブルで高速なコ
ンテナ管理サービスです。コンテナは、個々のタスクやサービス内のタスクを実行するために使用するタ
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前提条件と制限

スク定義で定義されます。タスクとサービスは、AWS Fargate で管理されるサーバーレスインフラストラ
クチャで実行できます。または、インフラストラクチャをより詳細に制御するために、管理する Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのクラスターでタスクとサービスを実行できます。

AWS Copilot Command Line Interface (CLI) コマンドは、ローカル開発環境から、Amazon ECS での本
番稼働対応のコンテナ化されたアプリケーションの構築、リリース、および運用を簡素化します。AWS 
Copilot CLI は、Infrastructure as Code使用することから、ユーザーの代わりにプロビジョニングされた
継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを作成することから、最新の
アプリケーションのベストプラクティスをサポートするデベロッパーワークフローと連携 Infrastructure 
as CodeInfrastructure as CodeInfrastructure as CodeInfrastructure as Codeします。AWS Copilot CLI 
を、AWS Management Console の代わりに毎日の開発およびテストのサイクルの一部として使用できま
す。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) がローカルにインストールされ、AWS アカウントを使用する

ように設定されています (AWS CLI ドキュメントのインストール手順と設定手順を参照してください)
• AWS Copilot はローカルにインストールされています (Amazon ECS ドキュメントのインストール手順

を参照してください)
• ローカルマシンに Docker がインストールされている (Docker のドキュメントを参照)

機能制限

• Docker では、無料プランでは、IP アドレスあたり 6 時間あたり 100 個のコンテナーイメージのプル制
限が適用されます。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Virtual Private Cloud (VPC)、Public サブネット、およびセキュリティグループを使用してセットアップ
された AWS 環境

• Amazon ECS クラスター
• Amazon ECS サービスとタスク定義
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon DynamoDB
• Application Load Balancer
• AWS Fargate
• Amazon Identity and Access Management (IAM)
• アマゾン CloudWatch
• AWS CloudTrail

ターゲットアーキテクチャ

このパターンのサンプルアプリケーションをデプロイすると、複数のタスクが作成され、別々のアベイラ
ビリティーゾーンにデプロイされます。各タスクは Amazon DynamoDB にデータを保存します。タスクの 
Web ページにアクセスすると、他のすべてのタスクのデータを表示できます。
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Tools

Tools
AWS サービス

• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリ
ティ、信頼性を備えた AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。Amazon ECR は、 
IAM を使用するリソースベースの許可を持つプライベートリポジトリをサポートします。

• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、
停止、管理を行う非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。タスクとサービスは、AWS 
Fargate で管理されるサーバーレスインフラストラクチャで実行できます。または、インフラストラク
チャをより詳細に制御するために、管理する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのクラスターでタスクとサービスを実行できます。

• AWS Copilot — AWS Copilot には、レジストリへのプッシュ、タスク定義の作成、クラスターの作成な
ど、コンテナ化されたアプリケーションを AWS で起動および管理するのに役立つコマンドラインイン
ターフェイスが用意されています。

• AWS Fargate — AWS Fargate pay-as-you-go はサーバーレスのコンピューティングエンジンで、サー
バーを管理しなくてもアプリケーションの構築に集中できます。AWS Fargate は Amazon ECS と 
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) の両方と互換性があります。Fargate 起動タイプま
たは Fargate 容量プロバイダーを使用して Amazon ECS タスクやサービスを実行する場合、アプリケー
ションをコンテナにパッケージ化し、CPU とメモリ要件を指定し、ネットワークとIAM ポリシーを定義
して、アプリケーションを起動します。各 Fargate タスクは、独自の分離境界を持ち、基本となるカー
ネル、CPU リソース、または elastic network interface を別のタスクと共有しません。

• Amazon DynamoDB — Amazon DynamoDB はシームレスなスケーラビリティが可能な高速で予測可能
なパフォーマンスを発揮するフルマネージド NoSQL データベースサービスです。

• Elastic Load Balancing (ELB) — Elastic Load Balancing は、受信したトラフィックを複数のアベイラビ
リティーゾーンの複数のターゲット (EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) に自動的に分散
させます。登録されているターゲットの状態をモニタリングし、正常なターゲットにのみトラフィック
をルーティングします。Elastic Load Balancing は、受信トラフィックの時間的な変化に応じて、ロード
バランサーをスケーリングします。また、大半のワークロードに合わせて自動的にスケーリングできま
す。

Tools

• Docker Command Line Interface
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• AWS Copilot Command Line Interface

Code

このパターンで使用されるサンプルアプリケーションのコードは GitHub、クラスターサンプルアプリケー
ションリポジトリにあります。次のセクションの指示に従ってサンプルファイルを使用します。

叙事詩
アプリケーションスタックのデプロイ-オプション 1 (AWS マネジメントコンソー
ル)

タスク 説明 必要なスキル

GitHub リポジトリのクローンを
作成します。

次のコマンドを使用してサンプ
ルコードリポジトリを複製しま
す。

アプリケーション開発者、AWS 
DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

git clone https://
github.com/aws-samples/
cluster-sample-app cluster-
sample-app && cd cluster-
sample-app

Amazon ECR リポジトリを作成
します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
ECR コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ecr/ 
repositories) を開きます。

2. [Create repository] (リポジト
リの作成) を選択します。

3. リポジトリ名には、と入力し
ますcluster-sample-app。

4. その他のすべての設定で、デ
フォルト値をそのまま使用し
ます。

5. [Create repository] (リポジト
リの作成) を選択します。

詳細については、Amazon ECR 
ドキュメントの「プライベート
リポジトリの作成」を参照して
ください。

アプリケーション開発者、AWS 
DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Docker イメージをビルドし、タ
グを付けます。

1. 作成したリポジトリを選択
し、[プッシュコマンドを表示] 
を選択します。

2. 表示されるコマンドをコ
ピーしてローカルで実行
し、Docker イメージをビル
ド、タグ付け、プッシュしま
す。これらのコマンドは次の
ようになります。

Docker クライアントを認証する
には:

aws ecr get-login-password 
 --region <YOUR_AWS_REGION> 
 | docker login --username 
 AWS --password-stdin 
 <YOUR_AWS_ACCOUNT>.dkr.ecr.<YOUR_AWS_REGION>.amazonaws.com

Docker イメージをビルドするに
は:

docker build -t cluster-
sample-app .

Docker イメージにタグを付けま
す。

docker tag cluster-
sample-app:latest 
 <YOUR_AWS_ACCOUNT>.dkr.ecr.<YOUR_AWS_REGION>.amazonaws.com/
cluster-sample-app:latest

Docker イメージをプッシュしま
す。

docker push 
 <YOUR_AWS_ACCOUNT>.dkr.ecr.<YOUR_AWS_REGION>.amazonaws.com/
cluster-sample-app:latest

アプリケーション開発者、AWS 
DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションスタックをデ
プロイします。

1. https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudformation/ で AWS 
CloudFormation コンソールを
開きます。

2. [Create stack] を選択します。
3. [Prepare template] (テンプ

レートの準備) で、[Template 
is ready] (テンプレートの準備
完了) を選択します。

4. [Specify template (テンプレー
トの指定)] セクションで、
[Upload a template file (テンプ
レートファイルのアップロー
ド)] を選択します。

5. cluster-sample-
app-stack.yml GitHub 
CloudFormation リポジトリか
らクローンしたローカルファ
イルをテンプレートとして選
択し、[次へ] を選択します。

6. スタックの名前を入力し、[次
へ] を選択します。

7. 既定のオプションをすべてそ
のまま使用し、[次へ] を選択
します。

8. すべてのオプションを確認
し、IAM リソースの作成を確
認して、[Create stack] を選択
します。

9. アプリケーションスタックが
デプロイされたら、「出力」
タブを選択し、URL をコピー
してブラウザで開いてアプリ
ケーションにアクセスしま
す。

CloudFormation テンプレー
トのデプロイの詳細について
は、AWS CloudFormation ドキュ
メントの「スタックの作成」を
参照してください。

AWS DevOps、アプリケーショ
ン開発者

アプリケーションスタックのデプロイ — オプション 2 (AWS Copilot CLI)

タスク 説明 必要なスキル

GitHub リポジトリのクローンを
作成します。

次のコマンドを使用してサンプ
ルコードリポジトリを複製しま
す。

アプリケーション開発者、AWS 
DevOps
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タスク 説明 必要なスキル

git clone https://
github.com/aws-samples/
cluster-sample-app cluster-
sample-app && cd cluster-
sample-app

AWS Copilot CLI を使用してコン
テナイメージを AWS にデプロイ
します。

プロジェクトのルートディレク
トリで次のコマンドを使用し
て、アプリケーションをワンス
テップでデプロイします。

copilot init --app cluster-
sample-app --name demo --
type "Load Balanced Web 
 Service" --dockerfile ./
Dockerfile --port 8080 --
deploy

これで、出力として提供された 
DNS 名を使用してアプリケー
ションにアクセスできるように
なります。

アプリケーション開発者、AWS 
DevOps

作成したリソースを削除する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Management Console で
作成されたリソースを削除しま
す。

オプション 1 (AWS Management 
Console) を使用してアプリケー
ションスタックをデプロイした
場合は、作成したリソースを削
除する準備ができたら次の手順
に従ってください。

1. https://
console.aws.amazon.com/
cloudformation/ 
CloudFormation  でコンソール
を開きます。

2. 作成したスタックを選択し、
[Delete] を選択します。

3. Amazon ECR コ
ンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ecr/ 
repositories) を開きます。

4. 作成したリポジトリを選択
し、[削除] を選択します。

アプリケーション開発者、AWS 
DevOps

AWS Copilot によって作成された
リソースを削除します。

オプション 2 (AWS Copilot CLI) 
を使用してアプリケーションス
タックをデプロイした場合は、
作成したリソースを削除する準
備ができたら、プロジェクトの

アプリケーション開発者、AWS 
DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ルートディレクトリから次のコ
マンドを実行します。

copilot app delete

関連リソース
• AWS CLI の最新バージョンをインストールまたは更新します。
• AWS Copilot コマンドラインインターフェイスの使用 (Amazon ECS ドキュメント)
• AWS Fargate での Amazon ECS (Amazon ECR ドキュメント)
• Amazon ECS ドキュメント
• Amazon ECR ドキュメント
• CloudFormation アマゾンドキュメント
• ドッカーデスクトップ (Docker ドキュメンテーション)

gRPC ベースのアプリケーションを Amazon 
EKS クラスターにデプロイし、Application Load 
Balancer を使用してアクセスする

キランクマール・チャンドラシェカール (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、コンテンツ配信、
ウェブホスティング、ウェブサ
イトとウェブアプリ

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon EKS; 
Elastic Load Balancing (ELB)

概要
このパターンは、gRPC ベースのアプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 
クラスターでホストし、Application Load Balancer を介して安全にアクセスする方法を示しています。

gRPC はオープンソースのリモートプロシージャコール (RPC) フレームワークで、任意の環境で実行で
きます。マイクロサービスの統合やクライアントとサーバーの通信に使用できます。gRPC の詳細につい
ては、Amazon Web Services (AWS) ブログの「Application Load Balancer による end-to-end HTTP/2 と 
gRPC のサポート」を参照してください。

このパターンは、Amazon EKS で Kubernetes ポッドとして実行される gRPC ベースのアプリケーショ
ンをホストする方法を示しています。gRPC クライアントは、Secure Sockets Layer/Transport Layer 
Security (SSL/TLS) で暗号化された接続で HTTP/2 プロトコルを介してApplication Load Balancer に接続
します。Application Load Balancer は、Amazon EKS ポッドで実行される gRPC アプリケーションにトラ
フィックを転送します。gRPC ポッドの数は、Kubernetes 水平ポッドオートスケーラーを使用してトラ
フィックに基づいて自動的にスケーリングできます。アプリケーションロードバランサーのターゲットグ
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ループは Amazon EKS ノードのヘルスチェックを実行し、ターゲットが正常かどうかを評価して、トラ
フィックを正常なノードにのみ転送します。

前提条件と制限
前提条件

• Docker (Linux、macOS、または Windows にインストールして設定する Docker)。
• アクティブ AWS アカウント。
• Linux、macOS、または Windows にインストールおよび設定された AWS Command Line Interface 

(AWS CLI) バージョン 2。
• プライベートサブネット、パブリックサブネットのタグが付けられ、アプリケーションをホストするよ

うに設定された既存の Amazon EKS クラスター。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「サ
ブネットタグ付け」を参照してください。 

• kubectl、Amazon EKS クラスターのリソースにアクセスするようにインストールおよび設定されて
います。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストール」を参照してくださ
い。 

• GrpcURL、インストールおよび構成済み。
• Amazon EKS クラスターでプロビジョニングされた AWS Load Balancer コントローラー。
• 有効な SSL または SSL/TLS 証明書を含む既存のドメインネームシステム (DNS) ホスト名。AWS 

Certificate Manager (ACM) を使用するか、既存の証明書を ACM にアップロードすることで、ドメイン
の証明書を取得できます。これら 2 つのオプションの詳細については、ACM ドキュメントの「パブリッ
ク証明書のリクエスト」と「AWS Certificate Manager への証明書のインポート」を参照してください。

アーキテクチャ

次の図は、Application Load Balancer にオフロードするgRPCクライアントからSSL/TLSトラフィックを受
信するワークフローを示しています。トラフィックは仮想プライベートクラウド（VPC）から送信される
ため、gRPC サーバーにプレーンテキストで転送されます。

Tools
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ

ンドを使って AWS サービスと対話することができます。
• Elastic Load Balancing は、受信するアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のター

ゲットに分散します。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスに、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンのトラフィックを分散させることができま
す。

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、安全性と信頼性に優れたスケーラブルなマネー
ジドコンテナイメージレジストリサービスです。 

• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプ
レーンまたはノードをインストールまたは維持することなく、AWS で Kubernetes を簡単に実行できま
す。 

• kubectl は、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインユーティリティ
です。

• AWS Load Balancer Controller は、Kubernetes クラスターの AWS Elastic Load Balancers の管理に役立
ちます。

• GrpcURL は gRPC サービスの操作に役立つコマンドラインツールです。
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エピック

エピック
gRPC サーバーの Docker イメージをビルドして Amazon ECR にプッシュ配信す
る

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECR リポジトリを作成
します。

AWS マネジメントコンソール
にサインインして Amazon ECR 
コンソールを開き、Amazon 
ECR リポジトリを作成しま
す。詳細については、Amazon 
ECR ドキュメントの「リポジ
トリの作成」を参照してくださ
い。Amazon ECR リポジトリの 
URL を必ず記録してください。

次のコマンドを実行して Amazon 
ECR リポジトリを AWS CLI で
作成することもできます。

aws ecr create-
repository --repository-
name helloworld-grpc

クラウド管理者

Docker イメージを作成します。 helloworld_grpc_alb ファイル (添
付ファイル) をダウンロードし、
ディレクトリを開きます。ディ
レクトリコンテンツのルートか
ら Dockerfile が存在することを
確認してから、次のコマンドを
実行して Docker イメージを作成
します。 

docker build -t 
<amazon_ecr_repository_url>:<Tag> .

DevOps エンジニア

Amazon ECR に Docker イメー
ジを Amazon ECR にプッシュし
ます。

次のコマンドを実行して Amazon 
ECR リポジトリにログインしま
す。

aws ecr get-login-password 
 --region us-east-1 --
no-cli-auto-prompt | 
 docker login --username 
 AWS --password-stdin 
 0123456789.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com

次のコマンドを実行して Amazon 
ECR リポジトリに Docker イ
メージをプッシュします。

docker push 
 <your_aws_account_id>.dkr.ecr.us-

DevOps エンジニア
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
east-1.amazonaws.com/
helloworld-grpc:1.0

重要: 必ず AWS アカウント 
ID<your_aws_account_id> に
置き換えます。

Kubernetes マニフェストを Amazon EKS クラスターにデプロイします。

タスク 説明 必要なスキル

Kubernetes マニフェストファイ
ルの値を変更します。

必要に応じて、Kubernetes 
ディレクトリにある grpc-
sample.yaml Kubernetes マニ
フェストファイルを変更しま
す。入力リソースのアノテー
ションとホスト名を変更する必
要があります。Ingress リソース
のサンプルについては、「追加
情報」セクションを参照してく
ださい。Ingress アノテーション
の詳細については、Kubernetes
ドキュメントの「Ingress アノ
テーション」を参照してくださ
い。

Kubernetes デプロイリソース
で、imageデプロイリソースを 
Docker イメージをプッシュした 
Amazon ECR リポジトリのユニ
フォームリソース識別子 (URI) に
変更します。デプロイリソース
のサンプルについては、「追加
情報」セクションを参照してく
ださい。

DevOps エンジニア

Kubernetes マニフェストファイ
ルをデプロイします。

kubectl次のコマンドを実行し
て、grpc-sample.yaml ファイル
を Amazon EKS クラスターにデ
プロイします。 

kubectl apply -f ./
kubernetes/grpc-
sample.yaml

DevOps エンジニア

アプリケーションロードバランサーの FQDN の DNS レコードを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Application Load Balancer の 
FQDN を記録します。

kubectl次のコマンドを実行し
て、Application Load Balancer を

DevOps エンジニア
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
管理する Kubernetes Ingress リ
ソースを記述します。

kubectl get ingress -n 
grpcserver

サンプル出力は、「追加情報」
セクションに記載されていま
す。HOSTS出力のフィールド
には、SSL 証明書の作成対象
となる DNS ホスト名が表示
されます。Application Load 
Balancer の完全修飾ドメイン名 
(FQDN)Address をフィールド
から記録します。 

アプリケーションロードバラン
サーの FQDN を指す DNS レ
コードを作成します。DNS プ
ロバイダーが Amazon Route 
53 の場合は、Application Load 
Balancer の FQDN をポイントす
るエイリアスレコードを作成で
きます。詳細については、Route 
53 ドキュメントの「エイリアス
および非エイリアスレコードの
選択」を参照してください。

ソリューションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

gRPC サーバーをテストします。 次のコマンドを実行し
て、GrpcURL を使用してエンド
ポイントをテストします。

grpcurl grpc.example.com:443 
 list  
grpc.reflection.v1alpha.ServerReflection
helloworld.helloworld

[Note:] (メモ:) 自分の 
DNSgrpc.example.com 名に
置き換えてください。

DevOps エンジニア

gRPC クライアントを使用して 
gRPC サーバーをテストします。

helloworld_client_ssl.py サン
プルの gRPC クライアントで
は、grpc.example.comからの
ホスト名を gRPC サーバーに使
用されているホスト名に置き換
えます。 

次のコードサンプルは、クライ
アントのリクエストに対する 

DevOps エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
gRPC サーバーからの応答を示し
ています。

python ./app/
helloworld_client_ssl.py
message: "Hello to gRPC 
 server from Client"

message: "Thanks for talking 
 to gRPC server!! Welcome 
 to hello world. Received 
 message is \"Hello to gRPC 
 server from Client\""
received: true

これは、クライアントがサー
バーと通信でき、接続が成功し
たことを示しています。

関連リソース
• Amazon EKS でのネットワーク負荷分散
• Application Load Balancer のターゲットグループ

追加情報
入力リソースのサンプル:

apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata: 
  annotations: 
    alb.ingress.kubernetes.io/actions.ssl-redirect: '{"Type": "redirect", "RedirectConfig": 
      { "Protocol": "HTTPS", "Port": "443", "StatusCode": "HTTP_301"}}' 
    alb.ingress.kubernetes.io/backend-protocol-version: GRPC 
    alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{"HTTP": 80}, {"HTTPS":443}]' 
    alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing 
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip 
    kubernetes.io/ingress.class: alb 
    alb.ingress.kubernetes.io/subnets: subnet-XXXXXX,subnet-YYYYYY   # <----- Replace with 
 the Public Subnets within the VPC that hosts the Amazon EKS cluster  
    alb.ingress.kubernetes.io/security-groups: sg-ZZZZZZZZ.  # <----- Replace with a 
 security group ID from the VPC where the Amazon EKS cluster is deployed. Make sure that 
 this security group is allowed to access the nodes 
    alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path: /                                  
    alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-protocol: HTTP 
    alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn: arn:aws:acm:us-west-2:xxxxx:certificate/
xxxxxxx  #<----- Replace with the ACM certificate ARN for the DNS hostname  
  labels: 
    app: grpcserver 
    environment: dev 
  name: grpcserver 
  namespace: grpcserver
spec: 
  rules: 
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添付ファイル

  - host: grpc.example.com  # <----- Replace as required by your host name that the SSL 
 certificate is available for in ACM 
    http: 
      paths: 
      - backend: 
          serviceName: ssl-redirect 
          servicePort: use-annotation 
        path: /* 
      - backend: 
          serviceName: grpcserver 
          servicePort: 9000

サンプルデプロイメントリソース:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: grpcserver 
  namespace: grpcserver
spec: 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: grpcserver 
  replicas: 1 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: grpcserver 
    spec: 
      containers: 
      - name: grpc-demo 
        image: 00123456789.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/helloworld-grpc:1.0   #<------- 
 Change to the URI that the Docker image is pushed to 
        imagePullPolicy: Always 
        ports: 
        - name: grpc-api 
          containerPort: 9000 
        env: 
        - name: POD_IP 
          valueFrom: 
            fieldRef: 
              fieldPath: status.podIP 
      restartPolicy: Always

サンプル出力:

NAME             CLASS           HOSTS                          Address                
 PORTS          AGE 
 grpcserver      <none>      <DNS-HostName>                  <ELB-address>              80  
           27d

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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Amazon EKS クラスターをデプロイおよびデバッグする

Amazon EKS クラスターをデプロイおよびデバッ
グする

スヴェンジャ・レイザー (AWS) とマシュー・ジョージ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:コンテナとマイ
クロサービス、インフラストラ
クチャ、モダナイゼーション、
サーバーレス、クラウドネイ
ティブ

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:アマゾン 
EKS、AWS Fargate

概要
コンテナはクラウドネイティブアプリケーション開発に欠かせないものになりつつあります。Kubernetes 
は、コンテナを効率的に管理およびオーケストレーションする方法を提供します。Amazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon EKS) は、Amazon Web Services (AWS) で Kubernetes クラスターを構
築、保護、運用、および保守するための、完全マネージド型の認定された Kubernetes 準拠サービスで
す。AWS Fargate でポッドを実行して、オンデマンドで適切なサイズのコンピューティング能力を備えた 
AWS Fargate でのポッドの実行をサポートします。

開発者と管理者にとって、コンテナ化されたワークロードを実行する際のデバッグオプションを知ってお
くことは重要です。このパターンでは、AWS Fargate を使用して Amazon EKS でコンテナをデプロイお
よびデバッグする手順を説明します。これには、Amazon EKS ワークロードの作成、デプロイ、アクセ
ス、デバッグ、クリーンアップが含まれます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon EKS、Identity and Access Management (IAM) ロール、サービスにリンクされたロールを作成

および操作できるようにするAWS Identity and Access Management (IAM) ロールです
• ローカルマシンにインストールされた AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• eksctl
• kubectl
• ヘルム

機能制限

• このパターンは、開発環境に役立つデバッグ方法を開発者に提供します。本番環境のベストプラクティ
スは記載されていません。

• Windows を実行している場合は、オペレーティングシステム固有のコマンドを使用して環境変数を設定
します。

使用した製品バージョン

• AWS CLI バージョン 2
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アーキテクチャ

• 使用している Amazon EKS コントロールプレーンの 1 つのマイナーバージョンの違い内の kubectl バー
ジョン

• eksctl 最新バージョン
• ヘルム v3

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Application Load Balancer
• Amazon EKS
• AWS Fargate

ターゲットアーキテクチャ

図に示されているすべてのリソースは、eksctlkubectlローカルマシンから発行されたコマンドとを使
用してプロビジョニングされます。プライベートクラスターは、プライベート VPC 内のインスタンスから
実行する必要があります。

ターゲットアーキテクチャは、Fargate 起動タイプを使用する EKS クラスターで構成されています。こ
れにより、サーバーの種類を指定しなくても、オンデマンドで適切なサイズのコンピューティング能力を
備えた、オンデマンドのコンピューティング能力を備えた、オンデマンドで提供されます。EKS クラス
ターには、クラスターノードとワークロードを管理するためのコントロールプレーンがあります。ポッド
は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるプライベート VPC サブネットにプロビジョニングされ
ます。Amazon ECR パブリックギャラリーを参照して、NGINX ウェブサーバイメージを取得してクラス
ターのポッドにデプロイします。

この図は、bykubectl コマンドを使用して Amazon EKS コントロールプレーンにアクセスする方法
と、Application Load Balancer を使用してアプリケーションにアクセスする方法を示しています。

.

1. AWS クラウドの外部にあるローカルマシンは、Amazon EKS マネージド VPC 内の Kubernetes コント
ロールプレーンにコマンドを送信します。

2. Amazon EKS は、Fargate プロファイルのセレクターに基づいてポッドをスケジュールします。
3. ローカルマシンは、ブラウザでApplication Load Balancer の URL を開きます。
4. Application Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるプライベートサブネットに

デプロイされた Fargate クラスターノードの Kubernetes ポッド間でトラフィックを分割します。

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、セキュリティ、マネージドコン
テナイメージレジストリサービスです。

• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるように
するAmazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) サービスです。独自の Kubernetes コントロー
ルプレーンまたはノードをインストール、維持する必要はありません。また、このパターンでは eksctl 
コマンドラインツールを使用して Amazon EKS 上の Kubernetes クラスターと連携します。

• AWS Fargate を使用すると、サーバーや Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
を管理しなくてもコンテナを実行できます。Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と組み合
わせて使用されます。
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叙事詩

• Elastic Load Balancing (ELB) は、受信するアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複
数のターゲットに分散します。例えば、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンの Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および IP アドレスに分散できます。このパターンで
は、Kubernetes イングレスがプロビジョニングされたときに、AWS Load Balancer コントローラー
の制御コンポーネントを使用してApplication Load Balancer を作成します。Application Load Balancer 
は、受信トラフィックを複数のターゲットに分散します。

その他のツール

• Helm は Kubernetes 用のオープンソースパッケージマネージャーです。このパターンでは、Helm を使
用して AWS Load Balancer コントローラーをインストールします。

• Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、および管理を自動化するためのオープ
ンソースシステムです。

• NGINX は、高性能なウェブおよびリバースプロキシサーバーです。

叙事詩
EKS クラスターを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ファイルを作成します。 「追加情報 (p. 326)」セクショ
ンのコードを使用して、次の
ファイルを作成します。

• clusterconfig-
fargate.yaml

• nginx-deployment.yaml
• nginx-service.yaml
• nginx-ingress.yaml
• index.html

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps

環境変数を設定する 注:以前に完了していないタスク
が原因でコマンドが失敗した場
合は、数秒待ってからコマンド
を再実行してください。

このパターンでは、ファイル
に定義されている AWS リー
ジョンとクラスター名を使
用しますclusterconfig-
fargate.yaml。他のコマンド
で参照できるように、環境変数
と同じ値を設定します。

export AWS_REGION="us-
east-1"
export CLUSTER_NAME="my-
fargate"

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

EKS クラスターを作成します。 clusterconfig-
fargate.yamlファイルの仕様
を使用する EKS クラスターを作

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
成するには、次のコマンドを実
行します。

eksctl create cluster -f 
 clusterconfig-fargate.yaml

このファイルに
はClusterConfig、my-
fargate-clusterus-
east-1リージョンで指定された
新しい EKS クラスタと、1 つの
デフォルトの Fargate プロファ
イル (fp-default) をプロビ
ジョニングするが含まれていま
す。

デフォルトの Fargate プロ
ファイルは 2 つのセレクター 
(defaultとkube-system) で設
定されています。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

作成したクラスターを確認して
ください。

作成したクラスターを確認する
には、次のコマンドを実行しま
す。

eksctl get cluster --output 
 yaml

出力は次のようになります。

- Name: my-fargate 
  Owned: "True" 
  Region: us-east-1

を使用して、作成した Fargate 
プロファイルを確認しま
すCLUSTER_NAME。

eksctl get fargateprofile 
 --cluster $CLUSTER_NAME --
output yaml

このコマンドは、リソースに関
する情報を表示します。この情
報を使用して、作成されたクラ
スターを確認できます。出力は
次のようになります。

- name: fp-default 
  podExecutionRoleARN: 
 arn:aws:iam::<YOUR-
ACCOUNT-ID>:role/eksctl-
my-fargate-cluster-
FargatePodExecutionRole-xxx 
  selectors: 
  - namespace: default 
  - namespace: kube-system 
  status: ACTIVE 
  subnets: 
  - subnet-aaa 
  - subnet-bbb 
  - subnet-ccc

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

コンテナをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

NGINX ウェブサーバーをデプロ
イします。

クラスターに NGINX Web サー
バーのデプロイを適用するに
は、次のコマンドを実行しま
す。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

kubectl apply -f ./nginx-
deployment.yaml

出力は次のようになります。

deployment.apps/nginx-
deployment created

デプロイには、Amazon ECR 
公開ギャラリーから取得した 
NGINX イメージの 3 つのレプリ
カが含まれています。イメージ
はデフォルトの名前空間にデプ
ロイされ、実行中の Pod のポー
ト 80 で公開されます。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

デプロイメントとポッドを確認
してください。

(オプション) デプロイを確認しま
す。デプロイのステータスの確
認には、次のコマンドを使用し
ます。

kubectl get deployment

出力は次のようになります。

NAME               READY  
  UP-TO-DATE   AVAILABLE   
 AGE
nginx-deployment   3/3    
  3            3           
 7m14s

ポッドは Kubernetes のデプロイ
可能なオブジェクトで、1 つ以上
のコンテナが含まれています。
すべてのポッドをリスト表示す
るには、次のコマンドを実行し
ます。 

kubectl get pods

出力は次のようになります。

NAME                       
          READY   STATUS    
 RESTARTS   AGE
nginx-deployment-xxxx-aaa   
 1/1     Running   0         
  94s
nginx-deployment-xxxx-bbb   
 1/1     Running   0         
  94s
nginx-deployment-xxxx-ccc   
 1/1     Running   0         
  94s

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

デプロイメントをスケーリング
しましょう。

で指定された 3 つのレプリカか
ら 4deployment.yaml つのレ
プリカにデプロイをスケーリン
グするには、次のコマンドを使
用します。 

kubectl scale deployment 
 nginx-deployment --replicas 
 4

出力は次のようになります。

deployment.apps/nginx-
deployment scaled

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

AWS Load Balancer Controller をデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

環境変数を設定する CloudFormation クラスターのス
タックを説明して、その VPC に
関する情報を取得します。

aws cloudformation describe-
stacks --stack-name eksctl-
$CLUSTER_NAME-cluster --
query "Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==\`VPC
\`].OutputValue"

出力は次のようになります。

[ 
    "vpc-<YOUR-VPC-ID>"
]

VPC ID をコピーし、環境変数と
してエクスポートします。

export VPC_ID="vpc-<YOUR-
VPC-ID>"

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

クラスターサービスアカウント
の IAM を設定します。

AWS_REGIONCLUSTER_NAME前
のエピックのおよびを使用し
て、クラスター用の IAM Open 
ID Connect プロバイダーを作成
します。

eksctl utils associate-iam-
oidc-provider \
--region $AWS_REGION \
--cluster $CLUSTER_NAME \

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
--approve
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

IAM ポリシーをダウンロード
し、作成します。

ユーザーに代わって AWS API を
呼び出すことを許可する、AWS 
Load Balancer Controller 用の 
IAM ポリシーをダウンロードし
ます。

curl -o iam-
policy.json https://
raw.githubusercontent.com/
kubernetes-sigs/aws-load-
balancer-controller/main/
docs/install/iam_policy.json

AWS CLI を使用して、AWS ア
カウントにポリシーを作成しま
す。

aws iam create-policy \
--policy-name 
 AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy 
 \
--policy-document file://
iam-policy.json

次のような出力が表示されま
す。

{    
"Policy": { 
       "PolicyName": 
 "AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy", 
       "PolicyId": 
 "<YOUR_POLICY_ID>", 
       "Arn": 
 "arn:aws:iam::<YOUR-
ACCOUNT-ID>:policy/
AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy",  
       "Path": "/", 
        "DefaultVersionId": 
 "v1", 
        "AttachmentCount": 
 0, 
        
 "PermissionsBoundaryUsageCount": 
 0, 
        "IsAttachable": 
 true, 
        "CreateDate": 
 "<YOUR-DATE>", 
        "UpdateDate": 
 "<YOUR-DATE>" 
   }
}

ポリシーの Amazon リソース
ネーム (ARN)$POLICY_ARN をと
して保存します。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

export 
 POLICY_ARN=”arn:aws:iam::<YOUR-
ACCOUNT-ID>:policy/
AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy”
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

IAM サービスアカウントを作成
します。

aws-load-balancer-
controllerkube-system名
前空間に名前を付けた IAM 
サービスアカウントを作
成します。以前に設定し
たCLUSTER_NAMEAWS_REGION、POLICY_ARN、
およびを使用してください。

eksctl create 
 iamserviceaccount \
--cluster=$CLUSTER_NAME \
--region=$AWS_REGION \
--attach-policy-arn=
$POLICY_ARN \
--namespace=kube-system \
--name=aws-load-balancer-
controller \
--override-existing-
serviceaccounts \
--approve

作成を確認します。

eksctl get iamserviceaccount 
 \
--cluster $CLUSTER_NAME \
--name aws-load-balancer-
controller \
--namespace kube-system \
--output yaml

出力は次のようになります。

- metadata: 
    name: aws-load-balancer-
controller 
    namespace: kube-system 
  status: 
    roleARN: 
 arn:aws:iam::<YOUR-ACCOUNT-
ID>:role/eksctl-my-fargate-
addon-iamserviceaccount-ku-
Role1-<YOUR-ROLE-ID> 
  wellKnownPolicies: 
    autoScaler: false 
    
 awsLoadBalancerController: 
 false 
    certManager: false 
    ebsCSIController: false 
    efsCSIController: false 
    externalDNS: false 
    imageBuilder: false

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

AWS Load Balancer コントロー
ラをインストールします。

Helm リポジトリを更新します。

helm repo update

Amazon EKS チャートリポジト
リを Helm リポジトリに追加しま
す。 

helm repo add eks https://
aws.github.io/eks-charts

AWS Load Balancer コントロー
ラー eks-chart で使用される 
Kubernetes カスタムリソース定
義 (CRD) をバックグラウンドで
適用します。

kubectl apply -k 
 "github.com/aws/eks-charts/
stable/aws-load-balancer-
controller//crds?ref=master"

出力は次のようになります。

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/
ingressclassparams.elbv2.k8s.aws 
 created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/
targetgroupbindings.elbv2.k8s.aws 
 created

以前に設定した環境変数を使用
して、Helm chart をインストー
ルします。

helm install aws-load-
balancer-controller eks/aws-
load-balancer-controller \ 
 --set clusterName=
$CLUSTER_NAME \ 
 --set 
 serviceAccount.create=false 
 \ 
 --set region=$AWS_REGION \ 
 --set vpcId=$VPC_ID \ 
 --set 
 serviceAccount.name=aws-
load-balancer-controller \ 
 -n kube-system

出力は次のようになります。

NAME: aws-load-balancer-
controller
LAST DEPLOYED: <YOUR-DATE>

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
NAMESPACE: kube-system
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
AWS Load Balancer controller 
 installed!

NGINX サービスを作成します。 nginx-service.yamlファイル
を使用して NGINX ポッドを公開
するサービスを作成します。

kubectl apply -f nginx-
service.yaml

出力は次のようになります。

service/nginx-service 
 created

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

Kubernetes イングレスリソース
を作成します。

nginx-ingress.yamlファイル
を使用して Kubernetes NGINX 
イングレスを公開するサービス
を作成します。

kubectl apply -f nginx-
ingress.yaml

出力は次のようになります。

ingress.networking.k8s.io/
nginx-ingress created

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

320



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ロードバランサー URL を取得し
ます。

入力情報を取得するには、次の
コマンドを使用します。

kubectl get ingress nginx-
ingress

出力は次のようになります。

NAME            CLASS    
 HOSTS   ADDRESS            
                            
                            
 PORTS   AGE
nginx-ingress   <none> 
   *       k8s-default-
nginxing-xxx.us-
east-1.elb.amazonaws.com   
 80      80s

出力の (たとえばk8s-
default-nginxing-xxx.us-
east-1.elb.amazonaws.com) 
から ADDRESS をコピー
し、index.htmlブラウザに貼
り付けてファイルにアクセスし
ます。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

実行中のコンテナをデバッグ

タスク 説明 必要なスキル

ポッドを選択します。 すべてのポッドを一覧表示し、
目的のポッドの名前をコピーし
ます。 

kubectl get pods 

出力は次のようになります。

NAME                       
         READY   STATUS    
 RESTARTS   AGE
nginx-deployment-xxxx-aaa    
   1/1     Running   0       
    55m
nginx-deployment-xxxx-bbb    
   1/1     Running   0       
    55m
nginx-deployment-xxxx-ccc    
   1/1     Running   0       
    55m
nginx-deployment-xxxx-ddd    
   1/1     Running   0       
    42m

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
このコマンドは、既存のポッド
と追加情報を一覧表示します。

特定のポッドに興味がある
場合は、その変数に関心の
あるポッドの名前を入力する
か、POD_NAME環境変数として設
定します。それ以外の場合は、
このパラメータを省略してすべ
てのリソースを検索します。

export POD_NAME="nginx-
deployment-<YOUR-POD-NAME>"

ログにアクセスします。 デバッグするポッドからログを
取得します。

kubectl logs $POD_NAME

アプリ開発者、AWS システム管
理者、AWS DevOps

NGINX ポートを転送します。 ポート転送を使用して、NGINX 
ウェブサーバーにアクセスする
ためのポッドのポートをローカ
ルマシンのポートにマッピング
します。

kubectl port-forward 
 deployment/nginx-deployment 
 8080:80

ブラウザで、次の URL を開きま
す。

http://localhost:8080

port-forwardこのコマンド
は、index.htmlロードバラン
サーで公開せずにファイルにア
クセスできるようにします。こ
れは、デバッグ中に実行中のア
プリケーションにアクセスする
場合に便利です。キーボードコ
マンド Ctrl+C を押すと、ポート
転送を停止できます。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Pod 内でコマンドを実行しま
す。

index.html現在のファイルを
表示するには、次のコマンドを
使用します。 

kubectl exec $POD_NAME -- 
 cat /usr/share/nginx/html/
index.html

コマンドを使用して、exec任意
のコマンドをポッドで直接発行
できます。これは実行中のアプ
リケーションをデバッグする場
合に便利です。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

ポッドにファイルをコピーしま
す。

index.htmlこのポッドのデ
フォルトファイルを削除しま
す。

kubectl exec $POD_NAME -- 
 rm /usr/share/nginx/html/
index.html

index.htmlカスタマイズし
たローカルファイルをポッドに
アップロードします。

kubectl cp index.html 
 $POD_NAME:/usr/share/nginx/
html/

cpコマンドを使用して、任意の
ポッドにファイルを直接変更ま
たは追加できます。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

ポート転送を使用して変更を表
示します。

ポート転送を使用して、この
ポッドに加えた変更を確認しま
す。

kubectl port-forward pod/
$POD_NAME 8080:80

ブラウザで次の URL を開きま
す。

http://localhost:8080

index.htmlファイルに適用さ
れた変更がブラウザに表示され
るはずです。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者
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叙事詩

リソースの削除

タスク 説明 必要なスキル

ロードバランサーを削除しま
す。

入力を削除します。

kubectl delete ingress/
nginx-ingress

出力は次のようになります。

ingress.networking.k8s.io 
 "nginx-ingress" deleted

サービスを削除します。

kubectl delete service/
nginx-service

出力は次のようになります。

service "nginx-service" 
 deleted

ロードバランサーコントロー
ラーを削除します。

helm delete aws-load-
balancer-controller -n kube-
system

出力は次のようになります。

release "aws-load-balancer-
controller" uninstalled

サービスアカウントを削除しま
す。

eksctl delete 
 iamserviceaccount --cluster 
 $CLUSTER_NAME --namespace 
 kube-system --name aws-
load-balancer-controller

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

デプロイを削除します。 デプロイリソースを削除するに
は、次のコマンドを使用しま
す。

kubectl delete deploy/nginx-
deployment

出力は次のようになります。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

324



AWS 規範的ガイダンス パターン
トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル

deployment.apps "nginx-
deployment" deleted

クラスターを削除します。 次のコマンドを使用して EKS 
クラスターを削除します。ここ
で、my-fargateはクラスター
名です。

eksctl delete cluster --name 
 $CLUSTER_NAME

このコマンドは、関連するすべ
てのリソースを含むクラスター
全体を削除します。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS システム管理者

IAM ポリシーを削除します。 AWS CLI を使用して、以前に作
成したポリシーを削除します。

aws iam delete-policy --
policy-arn $POLICY_ARN

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps

トラブルシューティング

問題 解決策

クラスターの作成時に、ターゲットのアベイラビ
リティーゾーンにクラスターをサポートするため
の十分な容量がないことを示すエラーメッセージ
が表示されます。次のようなメッセージが表示さ
れます。

Cannot create cluster 'my-fargate' because 
 us-east-1e, the targeted availability 
 zone, does not currently have sufficient 
 capacity to support the cluster. Retry 
 and choose from these availability zones: 
 us-east-1a, us-east-1b, us-east-1c, us-
east-1d, us-east-1f

エラーメッセージの推奨アベイラビリティー
ゾーンを使用してクラスターを再作成しま
す。clusterconfig-fargate.yamlファイ
ルの最後の行にアベイラビリティーゾーンのリ
ストを指定します (例:availabilityZones: 
["us-east-1a", "us-east-1b", "us-
east-1c"])。

関連リソース
• アマゾン EKS ドキュメント
• Amazon EKS でのアプリケーション負荷分散
• EKS ベストプラクティスガイド
• AWS Load Balancer Controller ドキュメント
• eksctl ドキュメンテーション
• Amazon ECR Public Gallery NGINX イメージ
• ヘルムドキュメンテーション
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追加情報

• 実行中のポッドのデバッグ (Kubernetes ドキュメント)
• アマゾン EKS ワークショップ
• EKS クラスター作成エラー

追加情報
clusterconfig-fargate.yaml

apiVersion: eksctl.io/v1alpha5
kind: ClusterConfig

metadata: 
  name: my-fargate 
  region: us-east-1

fargateProfiles: 
  - name: fp-default 
    selectors: 
      - namespace: default 
      - namespace: kube-system

nginx-deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: "nginx-deployment" 
  namespace: "default"
spec: 
  replicas: 3 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: "nginx" 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: "nginx" 
    spec: 
      containers: 
      - name: nginx 
        image: public.ecr.aws/nginx/nginx:latest   
        ports: 
        - containerPort: 80

nginx-service.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata: 
  annotations: 
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip 
  name: "nginx-service" 
  namespace: "default"
spec: 
  ports: 
  - port: 80 
    targetPort: 80 
    protocol: TCP 
  type: NodePort 
  selector: 
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Elastic Beanstalk を使用してコンテナをデプロイする

    app: "nginx"

nginx-ingress.yaml

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata: 
  namespace: "default" 
  name:  "nginx-ingress" 
  annotations: 
    kubernetes.io/ingress.class: alb 
    alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
spec: 
  rules: 
    - http: 
        paths: 
        - path: / 
          pathType: Prefix 
          backend: 
            service: 
              name: "nginx-service" 
              port: 
                number: 80

index.html

<!DOCTYPE html>
<html>

<body> 
    <h1>Welcome to your customized nginx!</h1> 
    <p>You modified the file on this running pod</p>
</body>

</html>

Elastic Beanstalk を使用してコンテナをデプロイす
る

トーマス・スコット (AWS) とジャン・バプティスト・ギロワ (AWS) が作成

code repository

• クラスターサンプルアプリ

環境: 本番稼働用 テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、クラウドネイティ
ブ、モダナイゼーション

AWS サービス: AWS Elastic 
Beanstalk

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、AWS Elastic Beanstalk は利用可能なプラットフォームとし
て Docker をサポートしているため、作成した環境でコンテナを実行できます。このパターンは、Elastic 
Beanstalk サービスを使用してコンテナをデプロイする方法を示しています。このパターンのデプロイで
は、Docker プラットフォームをベースにしたウェブサーバー環境を使用します。

327

https://github.com/aws-samples/cluster-sample-app


AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

ウェブアプリケーションやサービスをデプロイ、スケーリングするために Elastic Beanstalk を使用するに
は、コードをアップロードするとデプロイが自動的に処理されます。キャパシティプロビジョニング、負
荷分散、自動スケーリング、アプリケーションヘルスモニタリングも含まれています。Elastic Beanstalk 
を使用すると、ユーザーに代わって作成される AWS リソースを完全に制御できます。Elastic Beanstalk 
に対する追加料金はありません。アプリケーションの保存と実行に使用される AWS リソースに対しての
みお支払いいただきます。

このパターンには、AWS Elastic Beanstalk コマンドラインインターフェイス (EB CLI) と AWS マネジメ
ントコンソールを使用したデプロイ手順が含まれます。

ユースケース

Elastic Beanstalk のユースケースには、次が含まれます。 

• プロトタイプ環境をデプロイしてフロントエンドアプリケーションをデモします。(このパターンで
は、例として Dockerfile を使用しています)。

• 特定のドメインの API リクエストを処理する API をデプロイします。
• Docker-Compose を使用してオーケストレーションソリューションをデプロイします (docker-
compose.ymlこのパターンでは実際の例としては使用しません)。

前提条件と制限
前提条件

• AWS アカウント
• AWS EB CLI がローカルにインストールされている
• Docker はローカルマシンにインストールされています

機能制限

• 無料プランでは、Docker のプル制限は IP アドレスあたり 6 時間あたり 100 プルです。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
• セキュリティグループ
• Application Load Balancer
• Auto Scaling グループ

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

AWS Elastic Beanstalk は、リクエストの数に基づいて自動的にスケールします。環境用に作成され
た AWS リソースには、1 つの Application Load Balancer、Auto Scaling グループ、および 1 つ以上の 
Amazon EC2 インスタンスがあります。 

ロードバランサーは、Auto Scaling グループに属する Amazon EC2 インスタンスの前に配置されていま
す。Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションへの負荷の増大に対応するために追加の Amazon 
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Tools

EC2 インスタンスを自動的に開始します。アプリケーションへの負荷が軽減されると、Amazon EC2 Auto 
Scaling はインスタンスを停止しますが、少なくとも 1 つのインスタンスは実行されたままです。

自動スケーリングトリガー

Elastic Beanstalk 環境のAuto Scaling グループは、2 つの Amazon CloudWatch アラームを使用してス
ケーリングオペレーションを開始します。各インスタンスの 5 分間の平均アウトバウンドネットワー
クトラフィックが 6 MB 以上または 2 MB 以下の場合は、デフォルトのトリガーがスケーリングされま
す。Amazon EC2 Auto Scaling を効率的に使用するには、アプリケーション、インスタンスタイプ、サー
ビス要件に合ったトリガーを設定します。レイテンシー、ディスク I/O、CPU 使用率、リクエスト数など
の複数の統計に基づいて、スケールすることができます。詳細については、「Auto Scaling トリガー」を
参照してください。

Tools
AWS サービス

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

• AWS EB コマンドラインインターフェイス (EB CLI) は、Elastic Beanstalk 環境の作成、設定、管理に使
用できるコマンドラインクライアントです。

• Elastic Load Balancing は、受信するアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のター
ゲットに分散します。たとえば、トラフィックを複数のトラフィックをAmazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および IP アドレスにトラフィックを分散させることができま
す。

その他のサービス

• Docker は、ソフトウェアを、ライブラリ、システムツール、コード、ランタイムを含むコンテナと呼ば
れる標準化されたユニットにパッケージ化します。

Code

このパターンのコードは、 GitHub クラスターサンプルアプリケーションリポジトリにあります。

エピック
Dockerfile を使用したビルド

タスク 説明 必要なスキル

リモートリポジトリのクローン
を作成します。

• リポジトリのクローンを
作成するには、コマンド
を実行しますgit clone 
https://github.com/aws-
samples/cluster-sample-
app.git。 < /p >

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps

Elastic Beanstalk Docker プロ
ジェクトを初期化します。

1. rootaws.json という名前の
ファイルを作成します。

2. aws.jsonファイルに、次の
コードを追加します。

{ 

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
       
  "AWSEBDockerrunVersion":"1", 
         "Image":{ 
            
 "Name":"cluster-sample-
app" 
         }, 
         "Ports":[ 
            { 
              
  "ContainerPort":80, 
              
  "HostPort":8080 
            } 
         ] 
      }

3. eb init -p docker プロ
ジェクトのルートでコマンド
を実行します。

プロジェクトをローカルでテス
トします。

1. eb local runプロジェクト
のルートでコマンドを実行し
ます。

2. http://localhostに移動し
てアプリケーションをテスト
します。

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps

EB CLI を使用したデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

デプロイ Command コマンド 1. eb create docker-
sample-cluster-app プロ
ジェクトのルートでコマンド
を実行します。

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps

デプロイされたバージョンにア
クセスします。

デプロイコマンドが終了した
ら、コマンドを使用してプロ
ジェクトにアクセスします。eb 
open

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps

コンソールを使用してデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

ブラウザを使用してアプリケー
ションをデプロイします。

1. コンソールを開きます。
2. Elastic Beanstalk コンソール

に移動します。
3. [アプリケーションの作成] を

選択します。
4. [アプリケーション名] に「ク

ラスタ-サンプル-アプリ」と入
力します。

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
5. プラットフォームとして

Docker を選択します。
6. [コードのアップロード] を選

択します。
7. ローカルの.zip ファイル (ク

ローンプロジェクトのルー
ト) またはパブリック Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) のパブリック
URLを選択します。

デプロイされたバージョンにア
クセスします。

デプロイ後、デプロイされたア
プリケーションにアクセスし、
提供された URL を選択します。

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps

関連リソース
• ウェブサーバー環境
• macOS で EB CLI をインストールします。
• EB CLI の手動インストール

追加情報
Elastic Beanstalk を使用するメリット

• 自動インフラストラクチャープロビジョニング
• 基盤となるプラットフォームの自動管理
• アプリケーションをサポートするための自動パッチ適用と更新
• アプリケーションの自動スケーリング
• ノード数のカスタマイズ機能
• 必要に応じてインフラストラクチャコンポーネントにアクセスできる
• 他のコンテナ導入ソリューションよりも導入が容易

Lambda 関数、Amazon VPC、およびサーバーレス
アーキテクチャを使用して静的アウトバウンド IP 
アドレスを生成する

作成者:トーマス・スコット (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、ソフトウェア開発
とテスト

AWS サービス: AWS Lambda
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概要

概要
このパターンは、サーバーレスアーキテクチャを使用してAmazon Web Services (AWS) クラウドで静的ア
ウトバウンド IP アドレスを生成する方法を示しています。セキュアファイル転送プロトコル (SFTP) を使
用してファイルを別の事業体に送信したい場合、組織はこのアプローチのメリットがあります。つまり、
ビジネスエンティティは、ファイアウォール経由でファイルを許可する IP アドレスにアクセスできる必要
があります。 

このパターンのアプローチは、Elastic IP アドレスをアウトバウンド IP アドレスとして使用する AWS 
Lambda 関数を作成するのに役立ちます。このパターンの手順に従うことで、Lambda 関数と、静的 IP ア
ドレスのインターネットゲートウェイを介してアウトバウンドトラフィックをルーティングする仮想プラ
イベートクラウド (VPC) を作成できます。静的 IP アドレスを使用するには、Lambda 関数を VPC とその
サブネットにアタッチします。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。 
• AWS Identity and Access Management (IAM) 関数を作成してデプロイし、VPC とそのサブネットを作

成するためのアクセス許可。詳細については、AWS Lambda ドキュメントの「実行ロールとユーザー権
限」を参照してください。

• このパターンのアプローチを実装するためにコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用する予
定の場合は、AWS Cloud9 などの統合開発環境 (IDE) が必要です。詳細については、「AWS Cloud9 と
は何ですか?」を参照してください。 AWS Cloud9 のドキュメントで説明しています。

アーキテクチャ
次の図は、このパターンのサーバーレスアーキテクチャを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. NAT gateway 1アウトバウンドトラフィックは中に入りますPublic subnet 1。
2. NAT gateway 2アウトバウンドトラフィックは中に入りますPublic subnet 2。
3. LambdaPrivate subnet 1 関数はまたはで実行できますPrivate subnet 2。
4. Private subnet 1パブリックサブネットの NATPrivate subnet 2 ゲートウェイにトラフィック

をルーティングします。
5. NAT ゲートウェイは、パブリックサブネットからインターネットゲートウェイにアウトバウンドトラ

フィックを送信します。
6. アウトバウンドデータは、インターネットゲートウェイから外部サーバーに転送されます。

テクノロジースタック

• Lambda
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
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自動化とスケーリング

異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのパブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットを
使用することで、高可用性 (HA) を確保できます。1 つのアベイラビリティーゾーンが使用できなくなって
も、パターンのソリューションは引き続き機能します。

Tools
• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行で

きるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリ
クエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコン
ピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

• Amazon VPC — Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は AWS クラウドのローカルで隔離され
た部分をプロビジョンし、定義した仮想ネットワークで AWS のリソースを起動できるようにします。
仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークによく似てい
ますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

エピック
VPC を新規作成する

タスク 説明 必要なスキル

新しい VPC を作成します。 AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソールを開い
て、IPv4 CIDRLambda 
VPC10.0.0.0/25 範囲としてと
いう名前の VPC を作成します。

VPC の作成の詳細について
は、Amazon VPC ドキュメント
の「Amazon VPC の開始方法」
を参照してください。 

AWS 管理者

2 つのパブリックサブネットを作成する

タスク 説明 必要なスキル

最初のパブリックサブネットを
作成します。

1. Amazon VPC コンソールで、
[サブネット] を選択し、[サ
ブネットの作成] を選択しま
す。 

2. [名前タグ] に、と入力しま
すpublic-one。

3. [VPC] で、Lambda VPC を選
択します。

4. アベイラビリティーゾーンを
選択して記録します。 

5. IPv4 CIDR ブロックの場合
は、10.0.0.0/28と入力して 

AWS 管理者

333

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-getting-started.html#getting-started-create-vpc


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
[サブネットの作成] を選択し
ます。

2 番目のパブリックサブネットを
作成します。

1. Amazon VPC コンソールで、
[サブネット] を選択し、[サ
ブネットの作成] を選択しま
す。 

2. [名前タグ] に、と入力しま
すpublic-two。

3. [VPC] で、Lambda VPC を選
択します。

4. アベイラビリティーゾーンを
選択して記録します。重要:
public-oneそのサブネッ
トを含むアベイラビリティー
ゾーンは使用できません。 

5. IPv4 CIDR ブロックの場合
は、10.0.0.16/28と入力し
て [サブネットの作成] を選択
します。

AWS 管理者

2 つのプライベートサブネットを作成

タスク 説明 必要なスキル

最初のプライベートサブネット
を作成します。

1. Amazon VPC コンソールで、
[サブネット] を選択し、[サ
ブネットの作成] を選択しま
す。 

2. [名前タグ] に、と入力しま
すprivate-one。

3. [VPC] で、Lambda VPC を選
択します。

4. public-one前に作成したサ
ブネットを含むアベイラビリ
ティーゾーンを選択します。 

5. IPv4 CIDR ブロックの場合
は、10.0.0.32/28と入力し
て [サブネットの作成] を選択
します。

AWS 管理者

2 番目のプライベートサブネット
を作成します。

1. Amazon VPC コンソールで、
[サブネット] を選択し、[サ
ブネットの作成] を選択しま
す。 

2. [名前タグ] に、と入力しま
すprivate-two。

3. [VPC] で、Lambda VPC を選
択します。

4. public-two以前に作成した
サブネットを含む同じアベイ

AWS 管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ラビリティーゾーンを選択し
ます。 

5. IPv4 CIDR ブロックの場合
は、10.0.0.64/28と入力し
て [サブネットの作成] を選択
します。

NAT ゲートウェイ用に 2 つの Elastic IP アドレスを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

最初の Elastic IP アドレスを作成
します。

1. Amazon VPC コンソールで 
[Elastic IP] を選択し、[新しい
アドレスを割り当て] を選択し
ます。

2. [割り当て] を選択し、新しく
作成した Elastic IP アドレス
の [割り当て ID] を書き留めま
す。

[Note:] (メモ:) この Elastic IP ア
ドレスは、最初の NAT ゲート
ウェイに使用されます。 

AWS 管理者

2 番目の Elastic IP アドレスを作
成します。

1. Amazon VPC コンソールで 
[Elastic IP] を選択し、[新しい
アドレスを割り当て] を選択し
ます。

2. [割り当て] を選択し、この 2 
番目の Elastic IP アドレスの割
り当て ID を記録します。

[Note:] (メモ:) この Elastic IP ア
ドレスは 2 番目の NAT ゲート
ウェイに使用されます。

AWS 管理者

インターネットゲートウェイを作成する

タスク 説明 必要なスキル

インターネットゲートウェイを
作成します。

1. Amazon VPC コンソールで、
[インターネットゲートウェイ] 
を選択し、[インターネット
ゲートウェイの作成] を選択し
ます。

2. Lambda internet 
gateway名前として入力し、
[インターネットゲートウェイ
の作成] を選択します。イン

AWS 管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ターネットゲートウェイ ID を
必ず記録してください。 

インターネットゲートウェイを
この VPC にアタッチします。

作成したインターネットゲート
ウェイを選択して、[アクショ
ン]、[VPC にアタッチ] を選択し
ます。

AWS 管理者

NAT ゲートウェイを 2 つ作成する

タスク 説明 必要なスキル

最初の NAT ゲートウェイを作成
します。

1. Amazon VPC コンソールで 
[NAT ゲートウェイ] を選択
し、次に [NAT ゲートウェイ
の作成] を選択します。

2. NATnat-one ゲートウェイ名
として入力します。

3. NATpublic-one ゲートウェ
イを作成する先のサブネット
として選択します。

4. [接続タイプ] で [パブリック] 
を選択します。

5. [Elastic IP 割り当て ID] で、前
に作成した Elastic IP アドレス
を選択し、NAT ゲートウェイ
に関連付けます。

6. [NAT ゲートウェイの作成] を
選択します。

AWS 管理者

2 番目の NAT ゲートウェイを作
成します。

1. Amazon VPC コンソールで 
[NAT ゲートウェイ] を選択
し、次に [NAT ゲートウェイ
の作成] を選択します。

2. NATnat-two ゲートウェイ名
として入力します。

3. NATpublic-two ゲートウェ
イを作成する先のサブネット
として選択します。

4. [接続タイプ] で [パブリック] 
を選択します。

5. [Elastic IP 割り当て ID] で、前
に作成した 2 番目の Elastic IP 
アドレスを選択し、NAT ゲー
トウェイに関連付けます。

6. [NAT ゲートウェイの作成] を
選択します。

AWS 管理者
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エピック

パブリックサブネットとプライベートサブネットのルートテーブルを作成する

タスク 説明 必要なスキル

パブリックワンサブネットの
ルートテーブルを作成します。

1. Amazon VPC コンソールで、
[ルートテーブル] を選択し、
[ルートテーブルの作成] を選
択します。

2. public-one-subnetルー
トテーブル名として入力し、
[ルートテーブルの作成] を選
択します。

3. public-one-subnetルート
テーブルを選択し、[ルートの
編集] を選択してから、[ルー
トの追加] を選択します。

4. [宛先]0.0.0.0 ボックスで指
定し、ターゲットリストでイ
ンターネットゲートウェイ ID 
を選択します。

5. [サブネットの関連付け] 
タブで、[サブネットの
関連付けの編集] を選
択し、10.0.0.0/28
CIDRpublic-one 範囲のサブ
ネットを選択して、[関連付け
の保存] を選択します。

6. [Save Changes] (変更を保存す
る) を選択します。

AWS 管理者

パブリックツーサブネットの
ルートテーブルを作成します。

1. Amazon VPC コンソールで、
[ルートテーブル] を選択し、
[ルートテーブルの作成] を選
択します。

2. public-two-subnetルー
トテーブル名として入力し、
[ルートテーブルの作成] を選
択します。

3. public-two-subnetルート
テーブルを選択し、[ルートの
編集] を選択してから、[ルー
トの追加] を選択します。

4. [宛先]0.0.0.0 ボックスで指
定し、ターゲットリストでイ
ンターネットゲートウェイ ID 
を選択します。

5. [サブネットの関連付け] 
タブで、[サブネットの
関連付けの編集] を選
択し、10.0.0.16/28
CIDRpublic-two 範囲のサブ
ネットを選択して、[関連付け
の保存] を選択します。

AWS 管理者

337



AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
6. [Save Changes] (変更を保存す

る) を選択します。

プライベート 1 サブネットの
ルートテーブルを作成します。

1. Amazon VPC コンソールで、
[ルートテーブル] を選択し、
[ルートテーブルの作成] を選
択します。

2. private-one-subnetルー
トテーブル名として入力し、
[ルートテーブルの作成] を選
択します。

3. private-one-subnetルー
トテーブルを選択し、[ルー
トの編集] を選択してから、
[ルートの追加] を選択しま
す。

4. Destination0.0.0.0 ボック
スで指定し、Targetpublic-
one リストでサブネット内の 
NAT ゲートウェイを選択しま
す。

5. [サブネットの関連付け] 
タブで、[サブネットの
関連付けの編集] を選
択し、10.0.0.32/28
CIDRprivate-one 範囲のサ
ブネットを選択して、[関連付
けの保存] を選択します。

6. [Save Changes] (変更を保存す
る) を選択します。

AWS 管理者

338



AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

プライベート 2 サブネットの
ルートテーブルを作成します。

1. Amazon VPC コンソールで、
[ルートテーブル] を選択し、
[ルートテーブルの作成] を選
択します。

2. private-two-subnetルー
トテーブル名として入力し、
[ルートテーブルの作成] を選
択します。

3. private-two-subnetルー
トテーブルを選択し、[ルー
トの編集] を選択してから、
[ルートの追加] を選択しま
す。

4. Destination0.0.0.0 ボック
スで指定し、Targetpublic-
two リストでサブネット内の 
NAT ゲートウェイを選択しま
す。

5. [サブネットの関連付け] 
タブで、[サブネットの
関連付けの編集] を選
択し、10.0.0.64/28
CIDRprivate-two 範囲のサ
ブネットを選択して、[関連付
けの保存] を選択します。

6. [Save Changes] (変更を保存す
る) を選択します。

AWS 管理者

Lambda 関数を作成して VPC に追加し、ソリューションをテストします

タスク 説明 必要なスキル

新しい Lambda 関数の作成 1. AWS Lambda コンソールを開
き、[関数の作成] を選択しま
す。

2. [基本情報]Lambda test の 
[関数名] に入力し、[ランタイ
ム] で任意の言語を選択しま
す。

3. [Create function] (関数の作成) 
を選択します。

AWS 管理者

VPC に Lambda 関数を追加しま
す。

1. AWS Lambda コンソールで 
[関数] を選択し、先に作成し
た関数を選択します。 

2. [Configuration] (設定)、VPC
の順に選択します。

3. [編集]Lambda VPC を選択
し、両方のプライベートサブ
ネットを選択します。

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
4. テスト用のデフォルトセキュ

リティグループを選択し、[保
存] を選択します。

外部サービスを呼び出すコード
を記述します。

1. 任意のプログラミング言語
で、IP アドレスを返す外部
サービスを呼び出すコードを
記述します。

2. 返された IP アドレスが Elastic 
IP アドレスのいずれかと一致
することを確認します。

AWS 管理者

関連リソース
• VPC 内のリソースにアクセスするように Lambda 関数を設定する

Kubernetes を使用して Amazon EKS ワーカー
ノードに SSM エージェントをインストールします 
DaemonSet

マヘンドラ・シッダッパ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:コンテナとマイク
ロサービス DevOps; インフラ

AWS サービス:Amazon 
EKS、AWS Systems Manager

概要
注、2021 年 9 月:Amazon EKS に最適化された最新の AMI では、SSM エージェントが自動的にインス
トールされます。詳細については、「2021 6 の AMI「」のリリースノートを参照してください。

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) では、セキュリティガイドラインにより、ワーカー
ノードにはセキュアシェル (SSH) キーペアがアタッチされていません。このパターンは、手動でイン
ストールしたり、ノードの Amazon マシンイメージ (AMI) を置き換えたりする代わりに、Kubernetes 
DaemonSet リソースタイプを使用して AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) をす
べてのワーカーノードにインストールする方法を示しています。 DaemonSet CronJob ワーカーノード上
のを使用して SSM エージェントのインストールをスケジュールします。このパターンを使用して、ワー
カーノードに他のパッケージをインストールすることもできます。

クラスタ内の問題をトラブルシューティングする場合、SSM Agent をオンデマンドでインストールする
と、SSH キーペアを使用せずに、ワーカーノードとの SSH セッションを確立したり、ログを収集した
り、インスタンス構成を調べたりすることができます。

前提条件と制限
前提条件
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アーキテクチャ

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ワーカーノードを備えた既存の Amazon EKクラス
ター。

• コンテナインスタンスに、SSM サービスと通信するために必要な許可が必要です。AWS Identity and 
Access Management (IAM) マネージドロール AmazonSSMManagedInstanceCore は、EC2 インスタン
スで SSM エージェントを実行するために必要な許可を提供します。詳細については、「AWS Systems 
Manager のドキュメントアップ」を参照してください。

機能制限

• このパターンは Fargate DaemonSets プラットフォームではサポートされていないため、AWS Fargate 
には適用されません。

• このパターンは Linux ベースのワーカーノードにのみ適用されます。
• DaemonSet ポッドは特権モードで実行されます。Amazon EKS クラスターに特権モードでポッドをブ

ロックするウェブフックがある場合、SSM エージェントはインストールされません。

アーキテクチャ

Tools
Tools

• kuctl は、Amazon EKクラスターとの通信に使用されるコマンドラインユーティリティです。このパ
ターンでは、kubectl を使用して Amazon EKS DaemonSet クラスターにをデプロイします。これによ
り、SSM エージェントがすべてのワーカーノードにインストールされます。

• Amazon EKS のコントロールプレーンまたはノードをインストール、操作、維持することなく、AWS 
で KEKS を簡単に実行できるようにします。Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションのデプ
ロイ、スケーリング、および管理を自動化するためのオープンソースシステムです。

• AWS Systems Manager Session Manager Session Manager Session Manager Session Manager 
Session Manager Session Manager のセッションマネージャーで、EC2 インスタンス、オンプレミス
インスタンス、仮想マシン (VM) を、インタラクティブなワンクリックブラウザベースのシェルまたは 
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を介して管理できます。

Code

次のコードを使用して、Amazon EKS クラスターに SSM DaemonSet エージェントをインストールする設
定ファイルを作成します。

cat << EOF > ssm_daemonset.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata: 
  labels: 
    k8s-app: ssm-installer 
  name: ssm-installer 
  namespace: kube-system
spec: 
  selector: 
    matchLabels: 
      k8s-app: ssm-installer 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        k8s-app: ssm-installer 
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叙事詩

    spec: 
      containers: 
      - name: sleeper 
        image: busybox 
        command: ['sh', '-c', 'echo I keep things running! && sleep 3600'] 
      initContainers: 
      - image: amazonlinux 
        imagePullPolicy: Always 
        name: ssm 
        command: ["/bin/bash"] 
        args: ["-c","echo '* * * * * root yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-
downloads-windows/SSMAgent/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm & rm -rf /etc/cron.d/
ssmstart' > /etc/cron.d/ssmstart"] 
        securityContext: 
          allowPrivilegeEscalation: true 
        volumeMounts: 
        - mountPath: /etc/cron.d 
          name: cronfile 
        terminationMessagePath: /dev/termination-log 
        terminationMessagePolicy: File 
      volumes: 
      - name: cronfile 
        hostPath: 
          path: /etc/cron.d 
          type: Directory 
      dnsPolicy: ClusterFirst 
      restartPolicy: Always 
      schedulerName: default-scheduler 
      terminationGracePeriodSeconds: 30
EOF

叙事詩
kuctl のののののののののアップ

タスク 説明 必要なスキル

EKクラスターにアクセスするに
は、kuctlをインストールして構
成する。

kubectl がまだインストールされ
ておらず、Amazon EKS クラス
ターにアクセスするように設定
されていない場合は、Amazon 
EKS ドキュメントの「kubectl の
インストール」を参照してくだ
さい。

DevOps

をデプロイする DaemonSet

タスク 説明 必要なスキル

DaemonSet 設定ファイルを作成
します。

コードセクションのコードを使
用して、ssm_daemonset.yaml 
DaemonSet という名前の設定
ファイルを作成します。この
ファイルは Amazon EKS クラ
スターにデプロイされます。に
よって起動されるポッドには 
DaemonSet 、メインコンテナー

DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
と init コンテナーがあります。
メインコンテナにはスリープコ
マンドだけで、Init コンテナに
はコマンドセクションがあり、
そのパスに SSM Agent をイン
ストールするための cron ジョ
ブファイルを作成します/etc/
cron.d/。cron ジョブは 1 回
だけ実行され、作成されたファ
イルは cron ジョブが完了すると
自動的に削除されます。init コ
ンテナーが終了すると、メイン
コンテナーは 60 分間待ってか
ら終了します。60 分後に新しい
ポッドが起動され、SSM エー
ジェントが見つからない場合は
インストールするか、最新バー
ジョンに更新します。必要に応
じて、sleep コマンドを変更して 
Pod を 1 日に 1 回再起動させた
り、より頻繁に実行したりする
ことができます。 

を Amazon DaemonSet EKクラ
スターにデプロイします。

DaemonSet 前のステップで作
成した設定ファイルを Amazon 
EKS クラスターにデプロイする
には、次のコマンドを使用しま
す。

kubectl apply -f 
 ssm_daemonset.yaml 

このコマンドはまず、 
DaemonSet ワーカーノード上で
ポッドを実行して SSM Agent を
インストールするためのを作成
します。

DevOps

関連リソース
• kubectl のインストール (Amazon EKS ドキュメンテーション)
• セッションマネージャーのセットアップ (AWS Systems Manager のドキュメント)

を使用して SSM CloudWatch エージェントと 
Amazon EKS ワーカーノードにエージェントをイ
ンストールします preBootstrapCommands

アッカマハデヴィ・ヒレマス (AWS) によって作成されました
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概要

環境:プロダクション テクノロジー:コンテナーとマイ
クロサービス、インフラストラ
クチャ、運用

AWS サービス:アマゾン 
EKS、AWS Systems Manager、
アマゾン CloudWatch

概要
このパターンでは、Amazon EKS クラスターの作成中に、Amazon Web Services (AWS) クラウド
の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ワーカーノードに AWS Systems Manager 
CloudWatch エージェント (SSM エージェント) と Amazon エージェントをインストールするためのコー
ドサンプルと手順を示します。SSM CloudWatch エージェントとエージェントは、eksctl設定ファイ
ルスキーマ (Weaveworks ドキュメント)preBootstrapCommands のプロパティを使用してインストー
ルできます。そうすれば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair を使用することな
く、SSM Agent を使用してワーカーノードに接続できます。さらに、 CloudWatch エージェントを使用し
て Amazon EKS ワーカーノードのメモリとディスクの使用状況を監視できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• macOS、Linux、または Windows で、インストールおよび設定されている eksctl コマンドラインユー

ティリティ
• macOS、Linux、または Windows で、インストールおよび設定されている kubectl コマンドラインユー

ティリティ

機能制限

• preBootstrapCommands実行時間の長いスクリプトをプロパティに追加しないことをお勧めします。
これにより、スケーリングアクティビティ中にノードが Amazon EKS クラスターに参加するのが遅れる
ためです。代わりにカスタム Amazon マシンイメージ (AMI) を作成することをお勧めします。

• このパターンは、Amazon EC2 Linux インスタンスのみに適用されます。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• アマゾン CloudWatch
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
• Systems Manager パラメータストア

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、を使用してインストールされた SSM エージェントを使用して Amazon EKS ワーカーノードに
接続するユーザーの例を示していますpreBootstrapCommands。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーは、SSMeksctlpreBootstrapCommands CloudWatch エージェントとエージェントをイン
ストールするプロパティを含む設定ファイルを使用して Amazon EKS クラスターを作成します。
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Tools

2. スケーリングアクティビティによって後でクラスタに参加する新しいインスタンスは、プリインストー
ルされた SSM CloudWatch エージェントとエージェントで作成されます。

3. ユーザーは SSM エージェントを使用して Amazon EC2 に接続し、エージェントを使用してメモリと
ディスクの使用状況をモニタリングします。 CloudWatch

Tools
• Amazon CloudWatch は、AWS で実行しているアプリケーションをリアルタイムにモニタリングできる

ようにするお手伝いをします。
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKubernetes Service) は、独自の Kuuubernetes コント

ロールプレーンまたはノードをインストールまたは維持することなく、AWS で Kubernetes を簡単に実
行できるようにするサポートです。独自の Kuuubernetes コントロールプレーンまたはコントロールプ
レーンまたはノードをインストールまたは維持することなく、

• AWS Systems Manager Parameter Store は､設定データ管理とシークレット管理のための安全な階層型
ストレージを提供します。

• AWS Systems Manager Session Manager は、AWS Systems Manager Session Manager を、インタラ
クティブなワンクリックブラウザベースのシェル、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を
介して管理できます。

• eksctl は、Amazon EKubernetes クラスターを作成および管理するためのコマンドラインユーティリ
ティです。

• kubectl は、クラスター API サーバーと通信するためのコマンドラインユーティリティです。

叙事詩
Amazon EKuuanuuuuu

タスク 説明 必要なスキル

CloudWatch エージェント設定
ファイルを保存します。

CloudWatch エージェント設
定ファイルを Amazon EKS 
クラスターを作成する AWS 
リージョンの AWS Systems 
Manager パラメータストア
に保存します。そのために
は、AWS Systems Manager パ
ラメータストアでパラメータ
を作成し、そのパラメータの名
前 (例:AmazonCloudwatch-
linux) を書き留めます。

詳細については、このパター
ンの「追加情報 (p. 346)」
CloudWatch セクションにある
エージェント設定ファイルコー
ドの例を参照してください。

DevOps エンジニア

eksctl 設定ファイルとクラスター
を作成します。

1. CloudWatch エージェントと 
SSM Agenteksctl のインス
トール手順を含む設定ファイ
ルを作成します。詳細につい
ては、このパターンの「追加
情報 (p. 346)」セクションに

AWS DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ある eksctl 設定ファイルコー
ドの例を参照してください。

2. eksctl create cluster 
-f cluster.yamlコマンド
を実行してクラスターを作成
します。

SSM CloudWatch エージェントとエージェントが動作することを確認する

タスク 説明 必要なスキル

SSM エージェントをテストしま
す。

AWS Systems Manager ドキュ
メントの「セッションの開始」
に記載されている方法のいずれ
かを使用して、SSH を使用して 
Amazon EKS クラスターノード
に接続します。

AWS DevOps

CloudWatch エージェントをテス
トします。

CloudWatch CloudWatch コン
ソールを使用してエージェント
を検証します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、CloudWatch 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [指
標] を展開し、[すべての指標] 
を選択します。

3. 「ブラウズ」タブの検索ボッ
クスに「CWAgent metrics」
と入力してから選択する
と、メモリとディスクのメト
リックが表示されます。

AWS DevOps

関連リソース
• CloudWatch サーバーへのエージェントのインストールと実行 (Amazon CloudWatch ドキュメント)
• Systems Manager パラメータを作成する AWS Systems Manager コンソール)
• CloudWatch エージェント設定ファイルの作成 (Amazon CloudWatch ドキュメント)
• セッションを開始する (AWS CLI) (AWS Systems Manager ドキュメント)
• セッションを開始する (Amazon EC2 コンソール) (AWS Systems Manager ドキュメント)

追加情報
CloudWatch エージェント設定ファイルの例

次の例では、 CloudWatch エージェントは Amazon Linux インスタンスのディスクとメモリの使用状況を
監視するように設定されています。
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追加情報

{ 
    "agent": { 
        "metrics_collection_interval": 60, 
        "run_as_user": "cwagent" 
    }, 
    "metrics": { 
        "append_dimensions": { 
            "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}", 
            "ImageId": "${aws:ImageId}", 
            "InstanceId": "${aws:InstanceId}", 
            "InstanceType": "${aws:InstanceType}" 
        }, 
        "metrics_collected": { 
            "disk": { 
                "measurement": [ 
                    "used_percent" 
                ], 
                "metrics_collection_interval": 60, 
                "resources": [ 
                    "*" 
                ] 
            }, 
            "mem": { 
                "measurement": [ 
                    "mem_used_percent" 
                ], 
                "metrics_collection_interval": 60 
            } 
        } 
    }
}

eksctl 設定ファイルの例

apiVersion: eksctl.io/v1alpha5
kind: ClusterConfig
metadata: 
  name: test 
  region: us-east-2 
  version: "1.24"
managedNodeGroups: 
  - name: test 
    minSize: 2 
    maxSize: 4 
    desiredCapacity: 2 
    volumeSize: 20 
    instanceType: t3.medium 
    preBootstrapCommands: 
    - sudo yum install amazon-ssm-agent -y 
    - sudo systemctl enable amazon-ssm-agent 
    - sudo systemctl start amazon-ssm-agent 
    - sudo yum install amazon-cloudwatch-agent -y 
    - sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config 
 -m ec2 -s -c ssm:AmazonCloudwatch-linux 
    iam: 
      attachPolicyARNs: 
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy 
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy 
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 
        - arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy 
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore

その他のコード詳細
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生成された Docker イメージの最適化

• preBootstrapCommandsプロパティの最後の行にはAmazonCloudwatch-linux、AWS System 
Manager パラメータストアで作成されたパラメータの名前があります。AmazonAmazonCloudwatch-
linux EKuuuuanuuAWS uuuteのパラメータストアに含める必要があります。ファイルパスを指定する
こともできますが、自動化と再利用を容易にするために Systems Manager を使用することをお勧めしま
す。

• eksctl設定ファイルでを使用するとpreBootstrapCommands、AWS マネジメントコンソー
ルに 2 つの起動テンプレートが表示されます。最初の起動テンプレートには、で指定された
コマンドが含まれていますpreBootstrapCommands。2 番目のテンプレートには、Amazon 
EKSpreBootstrapCommands ユーザーデータで指定されたコマンドとデフォルトの Amazon EKS 
ユーザーデータが含まれています。このデータは、ノードをクラスターに参加させるために必要です。
ノードグループの Auto Scaling グループは、このユーザーデータを使用して新しいインスタンスを起動
します。

• iameksctl設定ファイルで属性を使用する場合は、デフォルトの Amazon EKS ポリシーと、添付
されている AWS Identity and Access Management（IAM）ポリシーで必要な追加ポリシーを記載す
る必要があります。「eksctl 設定ファイルとクラスタの作成」AmazonSSMMangedInstanceCore
ステップのコードスニペットには、CloudWatchAgentServerPolicy CloudWatch エージェント
と SSM エージェントが期待どおりに動作するようにするための追加のポリシーが追加されていま
す。AmazonEKSWorkerNodePolicy、AmazonEKS_CNI_Policy、AmazonEC2ContainerRegistryReadOnlyポ
リシーは Amazon EKS クラスターが正しく機能するために必要な必須ポリシーです。

AWS App2Container で生成された Docker イメー
ジを最適化

作成者:ヴァルン・シャルマ (AWS)

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、モダナイゼーショ
ン、 DevOps

AWS サービス: Amazon ECS

概要
AWS App2Container は、オンプレミスまたは仮想マシン上で実行されている既存のアプリケーションを、
コードを変更せずにコンテナに変換するのに役立つコマンドラインツールです。

App2Containerは、アプリケーションの種類に応じて、慎重な方法で依存関係を識別します。プロセス
モードでは、アプリケーションサーバー上のすべてのシステムファイル以外のファイルがコンテナーイ
メージに含まれます。このような場合、かなり大きな画像が生成される可能性があります。

このパターンは、App2Containerによって生成されるコンテナイメージを最適化するためのアプローチを
提供します。App2Container がプロセスモードで検出したすべての Java アプリケーションに適用されま
す。パターンで定義されているワークフローは、アプリケーションサーバー上で実行されるように設計さ
れています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Linux サーバー上のアプリケーションサーバー上で実行される Java アプリケーション
• すべての前提条件を満たした状態で、App2ContainerがLinuxサーバーにインストールおよびセットアッ

プされている
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アーキテクチャ

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Linux サーバー上で実行されている Java アプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

• App2Container によって生成された Docker イメージ

ターゲットアーキテクチャフロー

1. アプリケーションサーバー上で実行されているアプリケーションを検出し、アプリケーションを分析し
ます。

2. アプリケーションをコンテナ化します。
3. Docker イメージのサイズを評価してください。画像が大きすぎる場合は、ステップ 4 に進みます。
4. サイズの大きいファイルを識別するには、シェルスクリプト (添付) を使用してください。
5. appExcludedFilesappSpecificFilesanalysis.jsonファイル内のおよびリストを更新します。

Tools
Tools

• AWS App2Container — AWS App2Container（A2C）は、オンプレミスのデータセンターまた
は仮想マシンで実行されるアプリケーションを持ち上げてシフトし、Amazon Elastic Container 
Service（Amazon ECS）またはによって管理されるコンテナで実行できるようにするためのコマンドラ
インツールです。Service (Amazon EKS)。

Code

optimizeImage.shanalysis.jsonシェルスクリプトとサンプルファイルが添付されています。

optimizeImage.shこのファイルは、ContainerFiles.tar App2Containerで生成されたファイルの
内容を確認するためのユーティリティスクリプトです。このレビューでは、サイズが大きくて除外でき
るファイルまたはサブディレクトリが特定されます。このスクリプトは、次の tar コマンドのラッパーで
す。

tar -Ptvf <path>|tr -s ' '|cut -d ' ' -f3,6| awk '$2 ~/<filetype>$/'| awk '$2 ~/
^<toplevel>/'| cut -f1-<depth> -d'/'|awk '{ if ($1>= <size>) arr[$2]+=$1 } END { for (key 
 in arr) { if(<verbose>) printf("%-50s\t%-50s\n", key, arr[key]) else printf("%s,\n", 
 key) } } '|sort -k2 -nr

tar コマンドでは、スクリプトは次の値を使用します。

path への道ContainerFiles.tar

filetype 一致するファイルタイプ

toplevel 一致する最上位のディレクトリ

depth 絶対パスの深さ
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エピック

size 各ファイルのサイズ

スクリプトは次のことを実行します。

1. tar -Ptvfファイルを抽出せずに一覧表示するのに使用します。
2. 最上位のディレクトリから始めて、ファイルタイプ別にファイルをフィルタリングします。
3. 深さに基づいて、絶対パスをインデックスとして生成します。
4. インデックスとストアに基づいて、サブディレクトリの合計サイズが表示されます。
5. サブディレクトリのサイズを表示します。

tar コマンドで値を手動で置き換えることもできます。

エピック
アプリケーションの検出、分析、コンテナ化

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスの Java アプリケー
ションをご覧ください。

アプリケーションサーバーで実
行されるすべてのアプリケー
ションを検出するには、次のコ
マンドを実行します。

sudo app2container 
 inventory 

AWS DevOps

検出されたアプリケーションを
分析します。

application-idインベント
リ段階で取得したを使用して
各アプリケーションを分析する
には、次のコマンドを実行しま
す。

sudo app2container analyze 
 --application-id <java-app-
id>

AWS DevOps

分析したアプリケーションをコ
ンテナ化します。

アプリケーションをコンテナ化
するには、次のコマンドを実行
します。

sudo app2container 
 containerize --application-
id <application-id>

このコマンドは、ワークスペー
スの場所に tar バンドルとともに 
Docker イメージを生成します。

Docker イメージが大きすぎる
場合は、次のステップに進みま
す。

AWS DevOps
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エピック

appExcludedFiles appSpecificFiles App2Containerからtarファイルを特定して抽
出した

タスク 説明 必要なスキル

アーティファクトの tar ファイル
サイズを確認します。

ContainerFiles.tar内
のファイルを識別します。
ここで{workspace}/
{java-app-id}/
Artifacts、workspaceは 
App2Container ワークスペー
ス、java-app-idはアプリケー
ション ID です。 

./optimizeImage.sh -p /
{workspace}/{java-app-id}/
Artifacts/ContainerFiles.tar 
 -d 0 -t / -v 

これは最適化後の tar ファイルの
合計サイズです。

AWS DevOps

/ディレクトリの下のサブディレ
クトリとそのサイズを一覧表示
します。

/最上位ディレクトリの下にある
主要なサブディレクトリのサイ
ズを確認するには、次のコマン
ドを実行します。

./optimizeImage.sh -p /
{workspace}/{java-app-id}/
Artifacts/ContainerFiles.tar 
 -d 1 -t / -s 1000000 -v
/var                         
  554144711
/usr                         
 2097300819
/tmp                         
   18579660
/root                        
   43645397
/opt                         
  222320534
/home                        
   65212518
/etc                         
   11357677                  
                    

AWS DevOps

/ディレクトリの下にある大きな
サブディレクトリを特定してく
ださい。

前のコマンドにリストされてい
る主要なサブディレクトリごと
に、そのサブディレクトリのサ
イズを確認します。-d深さを増
やしたり、-t最上位のディレク
トリを指定したりするのに使用
します。

たとえば、/varを最上位ディレ
クトリとして使用します。その
下に/var、大きなサブディレク

AWS DevOps
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
トリとそのサイズがすべて表示
されます。

./optimizeImage.sh -p /
{workspace}/{java-app-id}/
Artifacts/ContainerFiles.tar 
 -d 2 -t /var -s 1000000 -v

前のステップでリストした各サ
ブディレクトリ (、、など/home) 
について/usr/tmp/opt、この
プロセスを繰り返します。

/ディレクトリ下の各サブディレ
クトリにある大きなフォルダー
を分析します。

前のステップでリストされてい
る各サブディレクトリについ
て、アプリケーションの実行
に必要なフォルダーを特定しま
す。

たとえば、前のステップのサ
ブディレクトリを使用して、/
varディレクトリ内のすべての
サブディレクトリとそのサイズ
を一覧表示します。アプリケー
ションに必要なサブディレクト
リをすべて特定します。

/var/tmp                     
    237285851
/var/lib                     
     24489984
/var/cache                   
    237285851

アプリケーションに必要のない
サブディレクトリを除外するに
は、analysis.jsonappExcludedFilesファ
イル内のそれらのサブディレク
トリを下のセクションに追加し
ますcontainerParameters。

analysis.jsonサンプルファイ
ルが添付されています。

AWS DevOps
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

AppExcludes リストから必要な
ファイルを特定します。

AppExcludes リストに追加
された各サブディレクトリに
ついて、そのサブディレクト
リ内のアプリケーションで必
要なファイルをすべて特定し
ます。analysis.json ファイル
で、appSpecificFiles以下の
セクションに特定のファイルま
たはサブディレクトリを追加し
ますcontainerParameters。 

たとえば、/usr/lib/usr/
lib/jvmディレクトリが除
外リストに追加されている
が、アプリケーションで必
要な場合は、/usr/lib/
jvmappSpecificFilesセク
ションに追加します。

AWS DevOps

アプリケーションを再度抽出してコンテナ化します。

タスク 説明 必要なスキル

分析したアプリケーションをコ
ンテナ化します。

アプリケーションをコンテナ化
するには、次のコマンドを実行
します。

sudo app2container 
 containerize --application-
id <application-id>

このコマンドは、ワークスペー
スの場所に tar バンドルとともに 
Docker イメージを生成します。

AWS DevOps

アーティファクトの tar ファイル
サイズを確認します。

ContainerFiles.tar内
のファイルを識別します。
ここで{workspace}/
{java-app-id}/
Artifacts、 workspaceは 
App2Container ワークスペー
ス、 java-app-idはアプリ
ケーション ID です。 

./optimizeImage.sh -p /
{workspace}/{java-app-id}/
Artifacts/ContainerFiles.tar 
 -d 0 -t / -v 

これは最適化後の tar ファイルの
合計サイズです。 

AWS DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

Docker イメージを実行します。 イメージがエラーなしで起動す
ることを確認するには、次のコ
マンドを使用して Docker イメー
ジをローカルで実行します。

 imageIdコンテナを識別するに
は、を使用してくださいdocker 
images |grep java-app-
id。

コンテナを実行するには、を使
用してくださいdocker run -d 
<image id>。

AWS DevOps

関連リソース
• App2 コンテナとは何ですか?
• AWS App2Container — Java および.NET アプリケーション用の新しいコンテナ化ツール (ブログ記事)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

ノードアフィニティ、テイント、トレレーションを
使用して Kubernetes ポッドを Amazon EKS に配
置します

ハイテシュ・パリク (AWS) とラグー・バミディマリ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:コンテナーとマイ
クロサービス

ワークロード:オープンソース

AWS サービス:アマゾン EKS

概要
このパターンは、Kubernetes ノードアフィニティ、ノードテイント、およびポッドトレレーションを使用
して、Amazon Web Services（AWS）クラウド上の Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）
クラスター内の特定のワーカーノードにアプリケーションポッドを意図的にスケジュールしていることを
示しています。

テイントは、ノードがポッドのセットを拒否できるようにするノードプロパティです。トレレーション
とは、Kubernetes スケジューラーがテイントが一致するノードに Pod をスケジュールできるようにする 
Pod プロパティです。
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前提条件と制限

ただし、許容範囲だけでは、スケジューラーが汚染のないワーカーノードにポッドを配置することを防ぐ
ことはできません。たとえば、許容範囲のある計算量の多いポッドが、意図せずに汎用の汚染されてい
ないノードにスケジュールされる可能性があります。そのシナリオでは、Podのノードアフィニティプロ
パティは、ノードアフィニティで指定されたノード選択基準を満たすノードにPodを配置するようにスケ
ジューラーに指示します。

テイント、許容値、およびノードアフィニティが一緒になって、Podで指定されたノードアフィニティ
ノード選択基準に一致するテイントとノードラベルを持つノードに一貫してポッドをスケジュールするよ
うにスケジューラーに指示します。

このパターンでは、Kubernetes デプロイマニフェストファイルの例と、EKS クラスターの作成、アプリ
ケーションのデプロイ、およびポッド配置の検証の手順を示します。

前提条件と制限
前提条件

• AWS アカウントでリソースを作成するように設定された認証情報を持つ AWS アカウント
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
• eksctl
• kubectl
• Docker がインストールされ (使用しているオペレーティングシステム用)、エンジンが起動されました 

(Docker のライセンス要件については、Docker のサイトを参照してください)
• Java バージョン 11 またはそれ以降
• AWS Cloud9、IntelliJ IDEA コミュニティエディション、Eclipse など、お気に入りの統合開発環境 (IDE) 

で実行される Java マイクロサービス (Java マイクロサービスがない場合は、マイクロサービスの作
成方法については、「サンプル Java マイクロサービスを Amazon EKS にデプロイする」パターンと
「Spring によるマイクロサービス」を参照してください)

機能制限

• このパターンは Java コードを提供しないため、既に Java に精通していることを前提としています。基
本的な Java マイクロサービスを作成するには、「サンプル Java マイクロサービスを Amazon EKS に
デプロイする」を参照してください。

• この記事のステップでは、コストが発生する可能性のある AWS リソースを作成します。パターンを実
装して検証する手順を完了したら、必ず AWS リソースをクリーンアップしてください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EKS
• Java
• Docker
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

ターゲットアーキテクチャ

ソリューションアーキテクチャ図は、2 つのポッド (デプロイ 1 とデプロイ 2) と、それぞれ 2 つのノード
を持つ 2 つのノードグループ (ng1 と ng2) を持つ Amazon EKS を示しています。Pod とノードは次のよ
うなプロパティを持ちます。
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Tools

  デプロイ 1 ポッド デプロイ 2 ポッド ノードグループ 1 
(ng1)

ノードグループ 2 
(ng2)

寛容 キー:classified_workload、
値:true、効果: 
NoSchedule

キー:マシンラー
ニングワークロー
ド、値:true、効果: 
NoSchedule

なし    

ノードアフィニ
ティ

キー:alpha.eksctl.io/
ノードグループ名 
= ng1;

なし ノードグループ名 
= ng1

 

汚れ     キー:classified_workload、
値:true、効果: 
NoSchedule

キー:マシンラー
ニングワークロー
ド、値:true、効果: 
NoSchedule

なし

1. デプロイメント 1 ポッドには許容範囲とノードアフィニティが定義されています。これによ
り、Kubernetes スケジューラーは、デプロイポッドをノードグループ 1 (ng1) ノードに配置するよう指
示されます。

2. ノードグループ2（ng2）には、Deployment 1のノードアフィニティノードセレクターの式と一致する
ノードラベルがないため、Podはng2ノードでスケジュールされません。

3. Deployment 2 Podには、デプロイメントマニフェストで許容範囲やノードアフィニティが定義されてい
ません。スケジューラーは、ノードに汚染があるため、ノードグループ1でのデプロイメント 2 ポッド
のスケジューリングを拒否します。

4. Deployment 2 Podは、ノードにテイントがないため、代わりにノードグループ2に配置されます。

このパターンは、テイントとトレレーションをノードアフィニティと組み合わせて使用することで、特定
のワーカーノードセットでのポッドの配置を制御できることを示しています。

Tools
AWS サービス

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS のサービスとやり取りするためのオープンソースツールです。

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備
えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるように
するAmazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) サービスです。独自の Kubernetes コントロー
ルプレーンまたはノードをインストール、維持する必要はありません。

• eksctl は AWS で kubectl と等価なもので、EKS の作成に役立ちます。
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叙事詩

その他のツール

• Docker は、オペレーティング・システム・レベルで仮想化を使用してソフトウェアをコンテナーで提供
するサービスとしてのプラットフォーム (PaaS) 製品セットです。

• kubectl は、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するのに役立つコマンドラインインター
フェイスです。

叙事詩
EKS クラスターを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

クラスター.yaml ファイルを作成
します。

cluster.yaml次のコードでと
いう名前のファイルを作成しま
す。

apiVersion: eksctl.io/
v1alpha5
kind: ClusterConfig

metadata: 
  name: eks-taint-demo 
  region: us-west-1

# Unmanaged nodegroups with 
 and without taints.
nodeGroups: 
  - name: ng1 
    instanceType: m5.xlarge 
    minSize: 2 
    maxSize: 3 
    taints: 
      - key: 
 classified_workload 
        value: "true" 
        effect: NoSchedule 
      - key: 
 machine_learning_workload 
        value: "true" 
        effect: NoSchedule 

  - name: ng2 
    instanceType: m5.xlarge 
    minSize: 2 
    maxSize: 3

アプリオーナー、AWS 
DevOps、クラウド管理者、 
DevOps エンジニア

eksctl を使用してクラスターを作
成します。

cluster.yamlファイルを実行
して EKS クラスターを作成しま
す。クラスターの作成には数分
かかることがあります。

eksctl create cluster -f 
 cluster.yaml

AWS DevOps、AWS システム管
理者、アプリ開発者
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叙事詩

イメージを作成し、Amazon ECR にアップロードするためのイメージを作成して 
Amazon ECR にアップロードします。

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECR プライベートリポ
ジトリを作成します。

Amazon ECR リポジトリを作
成するには、プライベートリポ
ジトリの作成を参照してくださ
い。リポジトリの URI を書き留
めておきます。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア、アプリ開発者

Dockerfile を作成します。 パターンのテストに使用する既
存の Docker コンテナイメージが
ある場合は、このステップを省
略できます。

Dockerfile を作成するには、以
下のスニペットを参考にして
ください。エラーが発生した場
合は、「トラブルシューティン
グ (p. 363)」セクションを参照
してください。

FROM adoptopenjdk/
openjdk11:jdk-11.0.14.1_1-
alpine

RUN apk add maven
WORKDIR /code

# Prepare by downloading 
 dependencies
ADD pom.xml /code/pom.xml
RUN ["mvn", 
 "dependency:resolve"]
RUN ["mvn", "verify"]

# Adding source, compile and 
 package into a fat jar
ADD src /code/src
RUN ["mvn", "package"]

EXPOSE 4567
CMD ["java", "-jar", 
 "target/eksExample-jar-
with-dependencies.jar"]

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

pom.xml とソースファイルを作
成し、Docker イメージをビルド
してプッシュします。

pom.xmlファイルと Java ソース
ファイルを作成するには、「サ
ンプル Java マイクロサービスを 
Amazon EKS パターンにデプロ
イする」を参照してください。

そのパターンの指示に従っ
て、Docker イメージをビルドし
てプッシュします。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア、アプリ開発者
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叙事詩

Amazon EKS へのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

デプロイメント.yaml ファイルを
作成します。

deployment.yamlファイルを
作成するには、追加情報セク
ションのコードを使用してくだ
さい (p. 364)。

コードでは、ノードアフィニ
ティの鍵は、ノードグループ
の作成中に作成する任意のラベ
ルです。このパターンは eksctl 
によって作成されたデフォル
トのラベルを使用します。ラ
ベルのカスタマイズについて
は、Kubernetes ドキュメント
の「ノードへのポッドの割り当
て」を参照してください。

ノードアフィニティキーの値
は、cluster.yamlによって作
成されたノードグループの名前
です。

テイントのキーと値を取得する
には、次のコマンドを実行しま
す。

kubectl get nodes -o json | 
 jq '.items[].spec.taints'

イメージは、前のステップで作
成した Amazon ECR リポジトリ
の URI です。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア、アプリ開発者

ファイルをデプロイします。 Amazon EKS にデプロイする
には、次のコマンドを実行しま
す。

kubectl apply -f 
 deployment.yaml

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア、AWS DevOps

デプロイメントを確認してくだ
さい。

1. ポッドの準備が整っているか
どうかを確認するには、次の
コマンドを実行します。

kubectl get pods -o wide

POD の準備が整うと、出力は
以下のようになります。実行
中です。STATUS

NAME        READY    
 STATUS    RESTARTS   

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア、AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
 AGE   IP  NODE  NOMINATED 
 NODE   READINESS GATES
<pod_name>   1/1     
 Running   0          
 12d   192.168.18.50   
 ip-192-168-20-110.us-
west-1.compute.internal   
 <none>           <none>

Pod の名前とノードの名前を
書き留めます。次のステップ
は省略できます。

2. (オプション) Pod の詳細を取
得し、Pod の許容範囲を確認
するには、次のコマンドを実
行します。

kubectl describe pod 
 <pod_name>

出力の例は、「追加情
報 (p. 364)」セクションにあ
ります。

3. ノードの Pod 配置が正しいこ
とを確認するには、次のコマ
ンドを実行します。

kubectl describe node 
 <node name> | grep -A 1 
 "Taints"

ノードの汚染が許容範囲
と一致し、ノードのラベ
ルがで定義されているノー
ドアフィニティと一致し
ていることを確認しま
すdeployment.yaml。

許容範囲とノードアフィニ
ティが設定されたポッドは、
テイントとノードアフィニ
ティラベルが一致するノード
に配置する必要があります。
前のコマンドでは、ノード上
のテイントが表示されます。
以下に出力例を示します。

kubectl describe node 
 ip-192-168-29-181.us-
west-1.compute.internal | 
 grep -A 1 "Taints"
Taints:             
 classifled_workload=true:NoSchedule 
                    
 machine_learning_workload=true:NoSchedule
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タスク 説明 必要なスキル
さらに、以下のコマンドを実
行して、Podが配置されてい
るノードのラベルがノードア
フィニティノードのラベルと
一致していることを確認しま
す。

kubectl get node <node 
 name> --show-labels

4. アプリケーションが意図した
とおりに動作していることを
確認するには、次のコマンド
を実行してポッドログを確認
します。

kubectl logs -f <name-of-
the-pod>
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タスク 説明 必要なスキル

許容範囲とノードアフィニティ
なしで 2 つ目のデプロイ用.yaml 
ファイルを作成します。

この追加ステップは、デプロイ
メントマニフェストファイル
にノードアフィニティやトレ
レーションが指定されていな
い場合に、生成されるポッド
がテイントのあるノードにスケ
ジュールされていないことを検
証することです。(テイントの
ないノードでスケジュールする
必要があります)。次のコード
を使用して、という名前の新し
いデプロイファイルを作成しま
すdeploy_no_taint.yaml。

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: microservice-
deployment-non-tainted
spec: 
  replicas: 1 
  selector: 
    matchLabels: 
      app.kubernetes.io/
name: java-microservice-no-
taint 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app.kubernetes.io/
name: java-microservice-no-
taint 
    spec: 
      containers: 
        - name: java-
microservice-container-2 
          image: 
 <account_number>.dkr.ecr<region>.amazonaws.com/
<repository_name>:latest 
          ports: 
            - containerPort: 
 4567

アプリ開発者、AWS DevOps、 
DevOps エンジニア
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル

2 つ目のデプロイ.yaml ファイル
をデプロイし、Pod の配置を検
証します

1. 以下のコマンドを実行しま
す。

kubectl apply -f 
 deploy_no_taint.yaml

2. デプロイが成功したら、以前
に実行したのと同じコマンド
を実行して、汚染のないノー
ドグループ内のポッドの配置
を確認します。

kubectl describe node 
 <node_name> | grep 
 "Taints"

出力は以下のようになりま
す。

Taints: <none>

これでテストは完了です。

アプリ開発者、AWS DevOps、 
DevOps エンジニア

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

リソースをクリーンアップしま
す。

実行中のリソースに対して AWS 
料金が発生しないようにするに
は、次のコマンドを使用してく
ださい。

eksctl delete cluster --name 
 <Name of the cluster> --
region <region-code>

AWS DevOps、アプリ開発者

トラブルシューティング

問題 解決策

システムが arm64 アーキテクチャを使用してい
る場合 (特に M1 Mac で実行している場合)、これ
らのコマンドの一部が実行されないことがありま
す。次の行はエラーになる可能性があります。

FROM adoptopenjdk/
openjdk11:jdk-11.0.14.1_1-alpine

Dockerfile の実行中にエラーが発生した場合
は、FROMその行を次の行に置き換えてください。

FROM bellsoft/liberica-openjdk-alpine-
musl:17
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関連リソース

関連リソース
• サンプル Java マイクロサービスを Amazon EKS にデプロイする
• Amazon ECR プライベートリポジトリを作成する
• ノードへのポッドの割り当て (Kubernetes ドキュメント)
• テイントとトレレーション (Kubernetes ドキュメンテーション)
• Amazon EKS
• Amazon ECR
• AWS CLI
• Docker
• IntelliJ IDEA CE
• Eclipse

追加情報
デプロイメント.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: microservice-deployment
spec: 
  replicas: 1 
  selector: 
    matchLabels: 
      app.kubernetes.io/name: java-microservice 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app.kubernetes.io/name: java-microservice 
    spec: 
      affinity: 
        nodeAffinity: 
          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: 
            nodeSelectorTerms: 
              - matchExpressions: 
                  - key: alpha.eksctl.io/nodegroup-name 
                    operator: In 
                    values: 
                      - <node-group-name-from-cluster.yaml> 
      tolerations: #only this pod has toleration and is viable to go to ng with taint 
        - key: "<Taint key>" #classified_workload in our case 
          operator: Equal 
          value: "<Taint value>" #true  
          effect: "NoSchedule"  
        - key: "<Taint key>" #machine_learning_workload in our case 
          operator: Equal 
          value: "<Taint value>" #true 
          effect: "NoSchedule" 
      containers: 
        - name: java-microservice-container 
          image: <account_number>.dkr.ecr<region>.amazonaws.com/<repository_name>:latest 
          ports: 
            - containerPort: 4567

ポッドの出力例を説明してください
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フィルター処理された Amazon ECR コンテナイ

メージをアカウントまたはリージョン間で複製する

Name:         microservice-deployment-in-tainted-nodes-5684cc495b-vpcfx
Namespace:    default
Priority:     0
Node:         ip-192-168-29-181.us-west-1.compute.internal/192.168.29.181
Start Time:   Wed, 14 Sep 2022 11:06:47 -0400
Labels:       app.kubernetes.io/name=java-microservice-taint 
              pod-template-hash=5684cc495b
Annotations:  kubernetes.io/psp: eks.privileged
Status:       Running
IP:           192.168.13.44
IPs: 
  IP:           192.168.13.44
Controlled By:  ReplicaSet/microservice-deployment-in-tainted-nodes-5684cc495b
Containers: 
  java-microservice-container-1: 
    Container ID:   
 docker://5c158df8cc160de8f57f62f3ee16b12725a87510a809d90a1fb9e5d873c320a4 
    Image:          934188034500.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/java-eks-apg 
    Image ID:       docker-pullable://934188034500.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/java-
eks-apg@sha256:d223924aca8315aab20d54eddf3443929eba511b6433017474d01b63a4114835 
    Port:           4567/TCP 
    Host Port:      0/TCP 
    State:          Running 
      Started:      Wed, 14 Sep 2022 11:07:02 -0400 
    Ready:          True 
    Restart Count:  0 
    Environment:    <none> 
    Mounts: 
      /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from kube-api-access-ddvvw (ro)
Conditions: 
  Type              Status 
  Initialized       True  
  Ready             True  
  ContainersReady   True  
  PodScheduled      True  
Volumes: 
  kube-api-access-ddvvw: 
    Type:                    Projected (a volume that contains injected data from multiple 
 sources) 
    TokenExpirationSeconds:  3607 
    ConfigMapName:           kube-root-ca.crt 
    ConfigMapOptional:       <nil> 
    DownwardAPI:             true
QoS Class:                   BestEffort
Node-Selectors:              <none>
Tolerations:                 classifled_workload=true:NoSchedule 
                             machine_learning_workload=true:NoSchedule 
                             node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute op=Exists for 300s 
                             node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute op=Exists for 300s
Events:                      <none>

フィルター処理された Amazon ECR コンテナイ
メージをアカウントまたはリージョン間で複製する

作成者:アブダル・ガルバ (AWS)

環境:プロダクション テクノロジー:コンテナーとマイ
クロサービス; DevOps

AWS サービス:AWS EC2 
Container Registry、 
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概要

CloudWatchアマゾン、AWS 
CodeBuild、AWS Identity and 
Access Management、AWS CLI

概要
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) では、クロスリージョンおよびクロスアカウントのレ
プリケーション機能を使用して、Amazon Web Services (AWS) リージョンと AWS アカウント間でイメー
ジリポジトリ内のすべてのコンテナイメージをネイティブに複製できます。(詳細については、Amazon 
ECR のクロスリージョンレプリケーションが導入された AWS ブログ記事を参照してください)。ただ
し、AWS リージョンまたはアカウント間でコピーされる画像を基準に基づいてフィルタリングする方法は
ありません。 

このパターンは、Amazon ECR に保存されているコンテナイメージを、イメージタグパターンに基づ
いて AWS アカウントとリージョン間で複製する方法を示しています。このパターンでは、Amazon 
CloudWatch Events を使用して、事前定義されたカスタムタグが付いた画像のプッシュイベントを受信し
ます。プッシュイベントは AWS CodeBuild プロジェクトを開始し、画像の詳細をそのプロジェクトに渡
します。 CodeBuild プロジェクトは、提供された詳細に基づいて、ソース Amazon ECR レジストリから
コピー先のレジストリにイメージをコピーします。

このパターンでは、特定のタグが付いた画像がアカウント間でコピーされます。たとえば、このパター
ンを使用して、本番環境で使用できる安全なイメージのみを本番環境の AWS アカウントにコピーできま
す。開発用アカウントでは、イメージを徹底的にテストした後、セキュリティで保護されたイメージに事
前定義済みのタグを追加し、このパターンの手順を使用してマークされたイメージを本番アカウントにコ
ピーできます。

前提条件と制限
前提条件

• ソースとデスティネーションの Amazon ECR レジストリ用のアクティブな AWS アカウント
• このパターンで使用されるツールの管理者権限
• Docker をローカルマシンにインストールしてテストする
• Amazon ECR に認証するための AWS Command Line Interface (AWS CLI)

機能制限

• このパターンでは、1 つの AWS リージョンのみでソースレジストリのプッシュイベントを監視しま
す。このパターンを他のリージョンにデプロイして、そのリージョンのレジストリを監視できます。

• このパターンでは、1 つの Amazon CloudWatch Events ルールが 1 つのイメージタグパターンをリスニ
ングします。複数のパターンを確認したい場合は、イベントを追加して追加の画像タグパターンをリス
ニングできます。

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

このパターンは、コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) スクリプトを使用して自動化し、大規模に
展開できます。AWS CloudFormation テンプレートを使用してこのパターンをデプロイするには、添付
ファイルをダウンロードし、追加情報セクションの指示に従ってください (p. 376)。
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Tools

複数の Amazon CloudWatch Events イベント (カスタムイベントパターンが異なる) を同じ AWS 
CodeBuild プロジェクトに指定して、複数のイメージタグパターンを複製できますが、複数のパターンを
サポートするには、buildspec.yamlファイル (添付ファイルと [ツール (p. 367)] セクションに含まれ
ています) の二次検証を次のように更新する必要があります。

...
if [[ ${IMAGE_TAG} != release-* ]]; then
...

Tools
アマゾンサービス

• IAM — AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS サービスとリソースへのアクセスを安全
に管理できます。このパターンでは、コンテナイメージを宛先レジストリーにプッシュするときに AWS 
CodeBuild が引き受けるクロスアカウント IAM ロールを作成する必要があります。

• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、フルマネージドされたコンテ
ナレジストリで、コンテナイメージやアーティファクトを容易に行うことができます。ソースレジスト
リーへのイメージプッシュアクションは、システムイベントの詳細を Amazon Events CloudWatch が取
得するイベントバスに送信します。

• AWS CodeBuild — AWS CodeBuild は完全マネージド型の継続的インテグレーションサービスで、ソー
スコードのコンパイル、テストの実行、デプロイ可能なアーティファクトの作成などのジョブを実行す
るための計算能力を提供します。このパターンでは、AWS CodeBuild を使用してソース Amazon ECR 
レジストリからコピー先のレジストリへのコピーアクションを実行します。

• CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を記述したシステムイベ
ントのストリームを配信します。このパターンでは、ルールを使用して Amazon ECR プッシュアクショ
ンを特定のイメージタグパターンと照合します。

Tools

• Docker CLI — Docker はコンテナの作成と管理を容易にするツールです。コンテナは、アプリケーショ
ンとそのすべての依存関係を 1 つのユニットまたはパッケージにまとめて、コンテナランタイムをサ
ポートする任意のプラットフォームに簡単にデプロイできるようにします。

Code

このパターンは 2 つの方法で実装できます。

• 自動セットアップ:添付ファイルに含まれている 2 つの AWS CloudFormation テンプレートをデプロイし
ます。手順については、「追加情報 (p. 376)」セクションを参照してください。

• 手動設定:エピックセクションの手順に従います (p. 368)。 

サンプルビルドスペック.yaml

CloudFormation このパターンで提供されているテンプレートを使用している場合、buildspec.yaml
CodeBuild ファイルはリソースに含まれます。

  version: 0.2 
  env: 
    shell: bash 
  phases: 
    install: 
      commands: 
        - export CURRENT_ACCOUNT=$(echo ${CODEBUILD_BUILD_ARN} | cut -d':' -f5) 
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        - export CURRENT_ECR_REGISTRY=${CURRENT_ACCOUNT}.dkr.ecr.
${AWS_REGION}.amazonaws.com 
        - export DESTINATION_ECR_REGISTRY=${DESTINATION_ACCOUNT}.dkr.ecr.
${DESTINATION_REGION}.amazonaws.com 
    pre_build: 
      on-failure: ABORT 
      commands: 
        - echo "Validating Image Tag ${IMAGE_TAG}" 
        - | 
          if [[ ${IMAGE_TAG} != release-* ]]; then 
            aws codebuild stop-build --id ${CODEBUILD_BUILD_ID} 
            sleep 60 
            exit 1 
          fi 
        - aws ecr get-login-password --region ${AWS_REGION} | docker login -u AWS --
password-stdin ${CURRENT_ECR_REGISTRY} 
        - docker pull ${CURRENT_ECR_REGISTRY}/${REPO_NAME}:${IMAGE_TAG} 
    build: 
      commands: 
        - echo "Assume cross-account role" 
        - CREDENTIALS=$(aws sts assume-role --role-arn ${CROSS_ACCOUNT_ROLE_ARN} --role-
session-name Rolesession) 
        - export AWS_DEFAULT_REGION=${DESTINATON_REGION} 
        - export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo ${CREDENTIALS} | jq -r 
 '.Credentials.AccessKeyId') 
        - export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo ${CREDENTIALS} | jq -r 
 '.Credentials.SecretAccessKey') 
        - export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo ${CREDENTIALS} | jq -r 
 '.Credentials.SessionToken') 
        - echo "Logging into cross-account registry" 
        - aws ecr get-login-password --region ${DESTINATION_REGION} | docker login -u AWS 
 --password-stdin ${DESTINATION_ECR_REGISTRY} 
        - echo "Check if Destination Repository exists, else create" 
        - | 
          aws ecr describe-repositories --repository-names ${REPO_NAME} --region 
 ${DESTINATION_REGION} \ 
          || aws ecr create-repository --repository-name ${REPO_NAME} --region 
 ${DESTINATION_REGION} 
        - echo "retag image and push to destination" 
        - docker tag ${CURRENT_ECR_REGISTRY}/${REPO_NAME}:${IMAGE_TAG} 
 ${DESTINATION_ECR_REGISTRY}/${REPO_NAME}:${IMAGE_TAG} 
        - docker push ${DESTINATION_ECR_REGISTRY}/${REPO_NAME}:${IMAGE_TAG}

叙事詩
IAM ロールの作成

タスク 説明 必要なスキル

CloudWatch イベントロールを作
成します。

ソース AWS アカウント
で、Amazon CloudWatch イベ
ントが引き受ける IAM ロールを
作成します。ロールには AWS 
CodeBuild プロジェクトを開始す
る権限が必要です。

AWS CLI を使用してロールを作
成するには、IAM ドキュメント
の指示に従ってください。

AWS 管理者、AWS 
DevOps、AWS システム管理
者、クラウド管理者、クラウド
アーキテクト、 DevOps エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル
信頼ポリシーの例 
(trustpolicy.json): 

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

権限ポリシーの例 
(permissionpolicy.json):

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": 
 "codebuild:StartBuild", 
    "Resource": "<CodeBuild 
 Project ARN>" 
  }
}
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タスク 説明 必要なスキル

CodeBuild ロールを作成します。 IAM ドキュメントの指示に従っ
て、AWS CodeBuild が引き受
ける IAM ロールを作成します。
ロールには、次のアクセス許可
も必要です。

• 宛先のクロスアカウントロー
ルを引き継ぐ権限

• ロググループとログストリー
ムを作成し、ログイベントを
入力する権限

• Amazon
EC2ContainerRegistryReadOnly
管理ポリシーをロールに追加
することで、すべての Amazon 
ECR リポジトリへの読み取り
専用アクセス権限

• 停止許可 CodeBuild

信頼ポリシーの例 
(trustpolicy.json):

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

権限ポリシーの例 
(permissionpolicy.json):

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                
 "codebuild:StartBuild", 
                
 "codebuild:StopBuild", 
                
 "codebuild:Get*", 
                
 "codebuild:List*", 
                
 "codebuild:BatchGet*" 
            ], 

AWS 管理者、AWS 
DevOps、AWS システム管理
者、クラウド管理者、クラウド
アーキテクト、 DevOps エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル
            "Resource": "*", 
            "Effect": 
 "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                
 "logs:CreateLogGroup", 
                
 "logs:CreateLogStream", 
                
 "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": 
 "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Resource": 
 "<ARN of destination 
 role>", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Sid": 
 "AssumeCrossAccountArn" 
        } 
    ]
}

以下のように 
CLIAmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
コマンドに管理ポリシーをア
タッチします。

~$ aws iam attach-role-
policy \
--policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 
 \
--role-name <name of 
 CodeBuild Role>
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タスク 説明 必要なスキル

クロスアカウントロールを作成
します。

送信先の AWS アカウントで、
ソースアカウントが引き受ける 
AWS CodeBuild ロールの IAM 
ロールを作成します。クロスア
カウントロールでは、コンテナ
イメージが新しいリポジトリを
作成し、コンテナイメージを 
Amazon ECR にアップロード
できるようにする必要がありま
す。

AWS CLI を使用して IAM ロール
を作成するには、IAM ドキュメ
ントの指示に従ってください。 

前のステップの AWS CodeBuild 
プロジェクトを許可するには、
以下の信頼ポリシーを使用して
ください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "<ARN of 
 source codebuild role>" 
     }, 
    "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
  }
}

前のステップの AWS CodeBuild 
プロジェクトが宛先レジストリ
に画像を保存できるようにする
には、次の権限ポリシーを使用
してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                
 "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                
 "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                
 "ecr:PutImage", 
                
 "ecr:InitiateLayerUpload", 
                
 "ecr:UploadLayerPart", 
                
 "ecr:CompleteLayerUpload", 
                
 "ecr:GetRepositoryPolicy", 

AWS 管理者、AWS DevOps、
クラウド管理者、クラウドアー
キテクト、 DevOps エンジニ
ア、AWS システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
               
 "ecr:DescribeRepositories", 
                
 "ecr:GetAuthorizationToken", 
                
 "ecr:CreateRepository" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": 
 "Allow" 
        } 
    ]
}

CodeBuild プロジェクトを作成

タスク 説明 必要なスキル

CodeBuild プロジェクトを作成し
ます。

AWS  CodeBuild ドキュメントの
指示に従って、ソースアカウン
トに AWS CodeBuild  プロジェ
クトを作成します。プロジェク
トは、ソースレジストリと同じ
リージョンに存在する必要があ
ります。 

プロジェクトを次のように設定
します。

• 環境タイプ:LINUX 
CONTAINER

• サービスロール:CodeBuild 
Role

• 特権モード:true
• 環境イメージ:aws/
codebuild/
standard:x.x(入手可能な最
新のイメージを使用)

• 環境変数:
• CROSS_ACCOUNT_ROLE_ARN: 

クロスアカウントロール
の Amazon リソースネーム 
(ARN)

• DESTINATION_REGION: ク
ロスアカウントリージョン
の名前

• DESTINATION_ACCOUNT: 
宛先アカウントの番号

• ビルド仕様:「ツー
ル (p. 367)」buildspec.yaml
セクションにリストされてい

AWS 管理者、AWS 
DevOps、AWS システム管理
者、クラウド管理者、クラウド
アーキテクト、 DevOps エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル
るファイルを使用してくださ
い。

イベントの作成

タスク 説明 必要なスキル

イベントルールを作成します。 このパターンはコンテンツフィ
ルタリング機能を使用するた
め、Amazon を使用してイベン
トを作成する必要があります 
EventBridge。 EventBridge ド
キュメントの指示に従い、いく
つかの変更を加えてイベントと
ターゲットを作成します。

• [パターンを定義] で [イベント
パターン] を選択し、[カスタム
パターン] を選択します。

• 次のカスタムイベントパター
ンのサンプルコードを、表示
されたテキストボックスにコ
ピーします。

{ 
  "source": ["aws.ecr"], 
  "detail-type": ["ECR 
 Image Action"], 
  "detail": { 
    "action-type": 
 ["PUSH"], 
    "result": ["SUCCESS"], 
    "image-tag": 
 [{ "prefix": "release-"}] 
  }
}

• [ターゲットの選択] で AWS 
CodeBuild プロジェクトを選択
し、前のエピックで作成した 
AWS CodeBuild プロジェクト
の ARN を貼り付けます。

• [入力を設定] で [入力トランス
フォーマー] を選択します。
• 「入力パス」テキストボッ

クスに、以下を貼り付けま
す。

 {"IMAGE_TAG":"$.detail.image-
tag","REPO_NAME":"$.detail.repository-
name"}

• 「入力テンプレート」テキ
ストボックスに、以下を貼
り付けます。

AWS 管理者、AWS 
DevOps、AWS システム管理
者、クラウド管理者、クラウド
アーキテクト、 DevOps エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル

 {"environmentVariablesOverride": 
 [ {"name": "IMAGE_TAG", 
 "value":<IMAGE_TAG>},
{"name":"REPO_NAME","value":<REPO_NAME>}]}

• [既存のロールを使用] を選択
し、「IAM ロールの作成」 
CloudWatch エピックで以前に
作成したイベントロールの名
前を選択します。

検証

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECR で認証します。 Amazon ECR ドキュメントの手
順に従って、ソースとターゲッ
トの両方のレジストリを認証し
ます。

AWS 管理者、AWS 
DevOps、AWS システム管理
者、クラウド管理者、 DevOps 
エンジニア、クラウドアーキテ
クト

イメージレプリケーションをテ
ストします。

ソースアカウントで、イメージ
タグのプレフィックスが付いた
コンテナイメージを新規または
既存の Amazon ECRrelease-
ソースリポジトリにプッシュし
ます。イメージをプッシュする
には、Amazon ECR ドキュメン
トの手順に従ってください。 

CodeBuild CodeBuild プロジェク
トの進行状況はコンソールで監
視できます。 

CodeBuild プロジェクトが正常に
完了したら、送信先の AWS アカ
ウントにサインインし、Amazon 
ECR コンソールを開き、イメー
ジが送信先の Amazon ECR レジ
ストリに存在することを確認し
ます。

AWS 管理者、AWS 
DevOps、AWS システム管理
者、クラウド管理者、クラウド
アーキテクト、 DevOps エンジ
ニア

画像の除外をテストします。 ソースアカウントで、カスタム
プレフィックスのないイメー
ジタグを使用して、コンテナ
イメージを新規または既存の 
Amazon ECR ソースリポジトリ
にプッシュします。 

CodeBuild プロジェクトが開始さ
れていないことと、宛先レジス
トリーにコンテナイメージが表

AWS 管理者、AWS 
DevOps、AWS システム管理
者、クラウド管理者、クラウド
アーキテクト、 DevOps エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル
示されていないことを確認しま
す。

関連リソース
• はじめてみる CodeBuild
• アマゾンを始める EventBridge
• Amazon EventBridge イベントパターンにおけるコンテンツベースのフィルタリング
• AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任
• プライベートイメージレプリケーション

追加情報
このパターンのリソースを自動的にデプロイするには、次の手順に従います。

1. 添付ファイルをダウンロードして、part-1-copy-tagged-images.yamlと 2 CloudFormation
part-2-destination-account-role.yaml つのテンプレートを抽出します。

2. AWS CloudFormation コンソールにログインし、ソース Amazon ECR レジストリと同じ AWSpart-1-
copy-tagged-images.yaml アカウントとリージョンにデプロイします。必要に応じてパラメータを
更新します。テンプレートでデプロイされるリソースは以下のとおりです。
• Amazon CloudWatch Events IAM ロール
• AWS CodeBuild プロジェクト IAM ロール
• AWS CodeBuild プロジェクト
• AWS CloudWatch イベントルール

3. 「出力」SourceRoleName タブのの値を書き留めてください。この値は、次のステップで必要になり
ます。

4. Amazon ECR コンテナイメージのコピー先となる AWS アカウントに、2 CloudFormation つ目のテンプ
レートをデプロイします。part-2-destination-account-role.yaml必要に応じてパラメータを
更新します。SourceRoleNameパラメータには、手順 3 の値を指定します。このテンプレートは、ク
ロスアカウント IAM ロールをデプロイします。

5. エピックセクションの最後のステップで説明されているように (p. 368)、画像の複製と除外を検証し
ます。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

コンテナを再起動せずにデータベースの認証情報を
更新する

ジョシュ・ジョイ (AWS) によって作成されました
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https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/getting-started-overview.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

環境:プロダクション テクノロジー:コンテナとマイク
ロサービス、データベース、イ
ンフラストラクチャ、セキュリ
ティ、アイデンティティ、コン
プライアンス、管理とガバナン
ス DevOps

AWS サービス:Amazon 
ECS、Amazon Aurora、AWS 
Fargate、AWS Secrets 
Manager、Amazon VPC

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、AWS Secrets Manager を使用して、ライフサイクルを通じ
てデータベース認証情報、および取得できます。ユーザーとアプリケーションは Secrets Manager API を
呼び出すことでシークレットを取得できるため、機密情報をプレーンテキストでハードコーディングする
必要がなくなります。

マイクロサービスのワークロードにコンテナを使用している場合は、認証情報を AWS Secrets Manager 
に安全に保存できます。設定とコードを区別するために、これらの認証情報は一般的にコンテナに注入さ
れます。ただし、認証情報は定期的かつ自動的に更新することが重要です。また、失効後に認証情報を更
新する機能をサポートすることも重要です。同時に、アプリケーションには、ダウンストリームの可用性
への潜在的な影響を抑えながら、認証情報をローテーションする機能が必要です。

このパターンでは、AWS Secrets Manager で保護されているシークレットを、コンテナを再起動せずにコ
ンテナ内でローテーションする方法を示しています。さらに、このパターンでは、Secrets Managerのク
ライアント側キャッシュコンポーネントを使用することで、Secrets Manager Secrets Manager erへの認
証情報を検索する回数を減らすことができます。クライアント側のキャッシュコンポーネントを使用して
アプリケーション内の認証情報を更新する場合、ローテーションされた認証情報を取得するためにコンテ
ナを再起動する必要はありません。

このアプローチは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) とAmazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) で有効です。

2 つのシナリオが説明されています。シングルユーザーのシナリオでは、期限切れの認証情報を検出する
ことにより、シークレットローテーション時にデータベース認証情報が更新されます。認証情報キャッ
シュはシークレットを更新するように指示され、アプリケーションはデータベース接続を再確立します。
クライアント側のキャッシュコンポーネントはアプリケーション内の認証情報をキャッシュするので、認
証情報を検索するたびにSecreSecrets Manager にアクセスする必要がなくなります。認証情報はアプリ
ケーション内でローテーションされ、コンテナを再起動して認証情報を強制的に更新する必要はありませ
ん。

2 つ目のシナリオでは、2 人のユーザーを交互に使用してシークレットをローテーションします。アク
ティブなユーザーが 2 人いると、1 人のユーザーの認証情報が常に有効になるため、ダウンタイムの可能
性が減ります。2 ユーザー認証情報のローテーションは、クラスターを含む大規模なデプロイで、認証情
報の更新の伝播遅延がわずかに発生する可能性がある場合に役立ちます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Amazon EKS または Amazon ECS のコンテナで実行されているアプリケーション。
• 認証情報はSecrets Manager に保存され、ローテーションが有効になっています。
• 2 ユーザーソリューションをデプロイする場合、2 つ目の認証情報セットが Secrets Manager に保存さ

れます。 GitHub コード例はレポ aws-secrets-manager-rotation-lambdas にあります。
• Amazon Aurora データベース。
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アーキテクチャ

機能制限

• この例は Python アプリケーションを対象としています。Java アプリケーションでは、Java クライアン
ト側キャッシュコンポーネントまたは Secrets Manager 用の JDBC クライアント側キャッシュライブラ
リを使用できます。

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

シナリオ 1 — 単一ユーザーの認証情報のローテーション

最初のシナリオでは、1つのデータベース認証情報がSecreSecrets Manager によって定期的にローテー
ションされます。アプリケーションコンテナは Fargate で実行されます。最初のデータベース接続が確立
されると、アプリケーションコンテナは Aurora のデータベース認証情報を取得します。その後、Secrets 
Manager のキャッシュコンポーネントは、今後の接続確立に備えて認証情報をキャッシュします。ロー
テーション期間が経過すると、認証情報は期限切れになり、データベースは認証エラーを返します。次
に、アプリケーションはローテーションされた認証情報を取得し、キャッシュを無効にして、Secrets 
Manager のクライアント側キャッシュコンポーネントを使用して認証情報キャッシュを更新します。

このシナリオでは、認証情報がローテーションされ、古い接続が古い認証情報を使用している間は、中断
が最小限に抑えられる可能性があります。この懸念は、2 ユーザーシナリオを使用することで解決できま
す。

シナリオ 2 — 2 人のユーザーの認証情報のローテーション

2 つ目のシナリオでは、2 つのデータベースユーザー認証情報 (アリスとボブ) が Secrets Manager によっ
て定期的にローテーションされます。アプリケーションコンテナは Fargate クラスターで実行されます。
最初のデータベース接続が確立されると、アプリケーションコンテナは最初のユーザー (Alice) の Aurora 
データベース認証情報を取得します。その後、Secrets Manager のキャッシュコンポーネントは、今後の
接続確立に備えて認証情報をキャッシュします。

ユーザーと認証情報は2つありますが、SecreSecrets Manager によって管理されるアクティブな認証情報
は1つだけです。この場合、キャッシュコンポーネントは定期的に期限切れになり、最新の認証情報を取得
します。Secrets Manager のローテーション期間がキャッシュタイムアウトよりも長い場合、キャッシュ
コンポーネントは 2 番目のユーザー (Bob) のローテーションされた認証情報を取得します。たとえば、
キャッシュの有効期限を分単位で測定し、ローテーション期間を日単位で測定すると、キャッシュコン
ポーネントは定期的なキャッシュ更新の一部として新しい認証情報を取得します。この方法では、各ユー
ザーの認証情報が Secrets Manager の 1 回のローテーションで有効になるため、ダウンタイムが最小限に
抑えられます。

自動化とスケール

AWS では、 CloudFormationインフラストラクチャをコードとして使用してこのパターンをデプロイで
きます。これにより、アプリケーションコンテナがビルドおよび作成され、Fargate タスクが作成され、
コンテナが Fargate にデプロイされ、Aurora で Secrets Manager がセットアップおよび設定されます。 
step-by-step デプロイ手順については、Readme ファイルを参照してください。

Tools
Tools
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Tools

• AWS Secrets Manager を使用すると、パスワードを含むハードコードされた認証情報 (パスワードを含
む) を Secrets Manager への API コールで置き換えるシークレットを取得することができます。Secrets 
Manager はスケジュールに従ってシークレットを短シークレッに置き換えることが可能となり、侵害さ
れるリスクが大幅に減少します。

• Docker は、開発者があらゆるアプリケーションを軽量でポータブルで自給自足のコンテナとしてパッ
ケージ化し、出荷し、実行できるように支援します。

Code

Python コードの例

このパターンでは、Secrets Manager のPythonクライアント側キャッシュコンポーネントを使用して、
データベース接続を確立するときに認証資格情報を取得します。クライアント側のキャッシュコンポーネ
ントを使用すると、Secrets Manager に毎回アクセスする必要がなくなります。

これで、ローテーション期間が経過すると、キャッシュされた認証情報が期限切れになり、データベー
スに接続すると認証エラーが発生します。MySQL の場合、認証エラーコードは 1045 です。この例では 
MySQL 用の Amazon Aurora を使用していますが、PostgreSQL のような別のエンジンを使用することも
できます。認証エラーが発生すると、データベース接続例外処理コードがエラーをキャッチします。次
に、シークレットを更新し、データベース接続を再認証して再確立するようにSecrets Managerのクライ
アント側キャッシュコンポーネントに通知します。PostgreSQL または他のエンジンを使用している場合
は、対応する認証エラーコードを検索する必要があります。

コンテナアプリケーションは、コンテナを再起動しなくても、ローテーションされたパスワードでデータ
ベースパスワードを更新できるようになりました。

データベース接続を処理するアプリケーションコードに次のコードを記述します。この例では Django を
使用しており、接続用のデータベースラッパーでデータベースバックエンドをサブクラス化しています。
別のプログラミング言語またはデータベース接続ライブラリを使用している場合は、使用しているデータ
ベース接続ライブラリを参照して、データベース接続取得をサブクラス化する方法を確認してください。

    def get_new_connection(self, conn_params): 
        try: 
            logger.info("get connection") 
            databasecredentials.get_conn_params_from_secrets_manager(conn_params) 
            conn =super(DatabaseWrapper,self).get_new_connection(conn_params) 
            return conn 
        except MySQLdb.OperationalError as e: 
            error_code=e.args[0] 
            if error_code!=1045: 
                raise e 
  
            logger.info("Authentication error. Going to refresh secret and try again.") 
            databasecredentials.refresh_now() 
            databasecredentials.get_conn_params_from_secrets_manager(conn_params) 
            conn=super(DatabaseWrapper,self).get_new_connection(conn_params) 
            logger.info("Successfully refreshed secret and established new database 
 connection.") 
            return conn

AWS CloudFormation と Python のコード

• https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-credential-rotation-without-container-restart
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https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html
https://www.docker.com/
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叙事詩

叙事詩
認証情報のローテーション中もアプリケーションの可用性を維持

タスク 説明 必要なスキル

キャッシュコンポーネントをイ
ンストールします。

Python 用の Secrets Manager 
クライアント側キャッシュコ
ンポーネントをダウンロードし
てインストールします。ダウン
ロードリンクについては、「関
連リソース」セクションを参照
してください。

デベロッパー

作業認証情報をキャッシュしま
す。

Secrets Manager のクライアント
側キャッシュコンポーネントを
使用して、作業認証情報をロー
カルにキャッシュします。

デベロッパー

データベース接続で不正なエ
ラーが発生した場合は、アプリ
ケーションコードを更新して認
証情報を更新します。

Secrets Manager を使用してデー
タベースの認証情報を取得およ
び更新するようにアプリケー
ションコードを更新します。
不正なエラーコードを処理する
ロジックを追加し、新しくロー
テーションされた認証情報を取
得します。「Python コードの
例」セクションを参照してくだ
さい。

デベロッパー

関連リソース
Secrets Manager シークレットを作成する

• AWS KMS でキーを作成する
• AWS Secrets Manager によるシークレットの作成と管理

Amazon Aurora クラスターを作成する

• Amazon RDS DB インスタンスの作成

Amazon ECS コンポーネントを作成する

• 従来のコンソールを使用したクラスターの作成
• Docker イメージを作成する
• プライベートリポジトリの作成
• Amazon ECR プライベートレジストリ
• Docker イメージをプッシュする
• Amazon ECS タスク定義
• 従来のコンソール内の Amazon ECS サービスの作成
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https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/create-keys.html
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/create_cluster.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/create-container-image.html#create-container-image-create-image
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/repository-create.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/Registries.html#registry_auth
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/docker-push-ecr-image.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/task_definitions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/create-service.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
添付ファイル

Secrets Manager のクライアント側キャッシュコンポーネントをダウンロードしてインストールする

• Python キャッシュクライアント

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon ECS Anywhere を使用して Amazon ECS 
WorkSpaces タスクをアマゾンで実行する

作成者:アカシュ・クマール (AWS)

環境:プロダクション テクノロジー:コンテナとマイク
ロサービス、近代化

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:アマゾン ECS、 
WorkSpacesアマゾン、AWS 
Directory Service

概要
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Anywhere は、Amazon Web Services (AWS) のマネー
ジドインフラストラクチャやカスタマーマネージドインフラストラクチャなど、あらゆる環境に Amazon 
ECS タスクをデプロイすることをサポートします。これは、クラウドで実行され、常に最新の状態にあ
る、完全に AWS が管理するコントロールプレーンを使用しながら行うことができます。 

企業は Amazon WorkSpaces をコンテナベースのアプリケーションの開発によく利用します。そのた
め、ECS タスクをテストして実行するには、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) または 
Amazon ECS クラスターAWS した Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) または Amazon 
ECS クラスターを使用する必要がありました。Amazon ECS Anywhere を使用することで、Amazon 
WorkSpaces を外部インスタンスとして ECS クラスターに直接追加し、タスクを直接実行できるようにな
りました。これにより、Amazon のローカルで ECS クラスターを使用してコンテナをテストできるため、
開発時間を短縮できます WorkSpaces。コンテナアプリケーションのテストに EC2 または Fargate インス
タンスを使用するコストも節約できます。

このパターンは、Amazon ECS Anywhere を使用して Amazon に ECS WorkSpaces タスクをデプロイす
る方法を示しています。ECS クラスターをセットアップし、AWS Directory Service Simple AD を使用し
てを起動します WorkSpaces。次に、サンプルの ECS タスクは、で NGINX を起動します WorkSpaces。

前提条件と制限
• アクティブな AWS アカウント
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
• マシンに設定された AWS 認証情報

381

https://github.com/aws/aws-secretsmanager-caching-python
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アーキテクチャ

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• 仮想プライベートクラウド (VPC)
• Amazon ECS クラスター
• アマゾン WorkSpaces
• ASimple AD を使用した AWS Directory Service

ターゲットアーキテクチャ

このアーキテクチャには、以下のサービスとリソースが含まれます。

• カスタム VPC にパブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ ECS クラスター
• ユーザーに Amazon へのアクセスを提供するための VPC 内のSimple AD WorkSpaces
• Amazon はSimple AD を使用して VPC WorkSpaces でプロビジョニングされました
• Amazon WorkSpaces をマネージドインスタンスとして追加するために AWS Systems Manager がアク

ティブ化されました
• Amazon ECS と AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) を使用して、Amazon は 

Systems Manager と ECS WorkSpaces クラスターに追加されました
• ECS WorkSpaces クラスターで実行する ECS タスクの例

Tools
• AWS Directory Service Simple Active Directory (Simple AD) は、Samba 4 Active Directory Compatible 

Server を使用するスタンドアロンのマネージド型ディレクトリです。Simple AD では、AWS Managed 
Microsoft AD が提供する機能のサブセットを使用できます。例えば、ユーザーを管理したり、Amazon 
EC2 インスタンスに安全に接続したりできます。

• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単
に行うことのできる、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御すること
で、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Systems Manager は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管
理を簡単に行うのに役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、運用
上の問題の検出と解決までにかかる時間が短縮されるほか、大規模な AWS リソースを安全に管理でき
るようになります。

• Amazon WorkSpaces では、ユーザー向けの仮想クラウドベースの Microsoft Windows または Amazon 
Linux デスクトップを提供できますWorkSpaces。 WorkSpaces ハードウェアの調達とデプロイ、または
複雑なソフトウェアのインストールの必要性を排除します。
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叙事詩

叙事詩
ECS クラスターをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

ECS クラスターを作成して設定
します。

ECS クラスターを作成するに
は、以下の手順を含む AWS ド
キュメントの指示に従います。

• クラスターの互換性を選択す
るには、「ネットワーキン
グのみ」を選択します。こ
れにより、Amazon が ECS 
WorkSpace クラスターの外部
インスタンスとしてサポート
されます。

• 新しい VPC の作成を選択しま
す。

クラウドアーキテクト

アマゾンを起動 WorkSpaces

タスク 説明 必要なスキル

Simple AD をセットアップして 
Amazon WorkSpaces を起動しま
す。

新しく作成した VPC に Simple 
AD ディレクトリをプロビジョニ
ングして Amazon を起動するに
は WorkSpaces、AWS ドキュメ
ントの指示に従ってください。

クラウドアーキテクト

ハイブリッド環境に AWS Systems Manager をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

添付のスクリプトをダウンロー
ドします。

ローカルマシンで、ssm-
trust-policy.jsonssm-
activation.json添付ファイ
ルセクションにあるおよびファ
イルをダウンロードします。

クラウドアーキテクト

IAM ロールを追加します。 ビジネス要件に基づいて環境変
数を追加します。

export AWS_DEFAULT_REGION=
${AWS_REGION_ID}
export ROLE_NAME=
${ECS_TASK_ROLE}
export CLUSTER_NAME=
${ECS_CLUSTER_NAME}
export SERVICE_NAME=
${ECS_CLUSTER_SERVICE_NAME}

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
以下のコマンドを実行します。

aws iam create-role --role-
name $ROLE_NAME --assume-
role-policy-document file://
ssm-trust-policy.json

Amazon 
SSMManagedInstanceCore ポ
リシーを IAM ロールに追加しま
す。

以下のコマンドを実行します。

aws iam attach-role-
policy --role-name 
 $ROLE_NAME --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedInstanceCore

クラウドアーキテクト

AmazonContainerServicefor EC2 
EC2 ロールポリシーを IAM ロー
ルに追加します。

以下のコマンドを実行します。

aws iam attach-role-
policy --role-name 
 $ROLE_NAME --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

クラウドアーキテクト

IAM ロールを確認します。 IAM ロールを確認するには、次
のコマンドを実行します。

aws iam list-attached-
role-policies --role-name 
 $ROLE_NAME

クラウドアーキテクト

Systems Manager をアクティブ
にします。

以下のコマンドを実行します。

aws ssm create-activation 
 --iam-role $ROLE_NAME | tee 
 ssm-activation.json

クラウドアーキテクト

ECS WorkSpaces クラスターに追加

タスク 説明 必要なスキル

あなたConnect してください 
WorkSpaces.

Workspaces に接続してセット
アップするには、AWS ドキュメ
ントの指示に従ってください。

アプリケーションデベロッパー

ecs-anywhere インストールスク
リプトをダウンロードします。

コマンドプロンプトで、次のコ
マンドを入力します。

curl -o "ecs-anywhere-
install.sh" "https://
amazon-ecs-agent-
packages-preview.s3.us-
east-1.amazonaws.com/ecs-

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
anywhere-install.sh" && 
 sudo chmod +x ecs-anywhere-
install.sh

シェルスクリプトの整合性を
チェックしてください。

(オプション) 次のコマンドを実行
します。

curl -o "ecs-anywhere-
install.sh.sha256" 
 "https://amazon-ecs-agent-
packages-preview.s3.us-
east-1.amazonaws.com/ecs-
anywhere-install.sh.sha256" 
 && sha256sum -c ecs-
anywhere-install.sh.sha256

アプリケーションデベロッパー

Amazon Linux に EPEL リポジト
リを追加します。

Enterprise Linux (EPEL) リポジ
トリを追加するには、コマンド
を実行しますsudo amazon-
linux-extras install 
epel -y。

アプリケーションデベロッパー

Amazon ECS をどこにでもイン
ストールできます。

インストールスクリプトを実行
するには、次のコマンドを使用
します。

sudo ./ecs-anywhere-
install.sh --cluster 
 $CLUSTER_NAME --activation-
id $ACTIVATION_ID 
 --activation-code 
 $ACTIVATION_CODE --region 
 $AWS_REGION

 

ECS クラスターからのインスタ
ンス情報を確認します。

Systems Manager と ECS クラ
スターインスタンス情報を確認
し、 WorkSpaces クラスター
に追加されたことを確認するに
は、ローカルマシンで次のコマ
ンドを実行します。

aws ssm describe-instance-
information" && "aws ecs 
 list-container-instances --
cluster $CLUSTER_NAME

アプリケーションデベロッパー
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の ECS タスクを追加 WorkSpaces

タスク 説明 必要なスキル

タスク実行 IAM ロールを作成し
ます。

task-execution-assume-
role.jsonexternal-task-
definition.json添付ファイ
ルセクションからダウンロード
してください。 

ローカルマシンで次のコマンド
を実行します。

aws iam --region 
 $AWS_DEFAULT_REGION 
 create-role --role-name 
 $ECS_TASK_EXECUTION_ROLE --
assume-role-policy-document 
 file://task-execution-
assume-role.json

クラウドアーキテクト

実行ロールにポリシーを追加し
ます。

以下のコマンドを実行します。

aws iam --region 
 $AWS_DEFAULT_REGION attach-
role-policy --role-name 
 $ECS_TASK_EXECUTION_ROLE 
 --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

クラウドアーキテクト

タスク用のロールを作成しま
す。

以下のコマンドを実行します。

aws iam --region 
 $AWS_DEFAULT_REGION 
 create-role --role-name 
 $ECS_TASK_EXECUTION_ROLE --
assume-role-policy-document 
 file://task-execution-
assume-role.json

クラウドアーキテクト

クラスターにタスク定義を登録
します。

ローカルマシンで次のコマンド
を実行します。

aws ecs register-task-
definition --cli-input-
json file://external-task-
definition.json

クラウドアーキテクト

タスクを実行します。 ローカルマシンで次のコマンド
を実行します。

aws ecs run-task --cluster 
 $CLUSTER_NAME --launch-type 

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
 EXTERNAL --task-definition 
 nginx

タスクの実行状態を検証しま
す。

タスク ID を取得するには、次の
コマンドを実行します。

export TEST_TASKID=$(aws 
 ecs list-tasks --cluster 
 $CLUSTER_NAME | jq -r 
 '.taskArns[0]')

タスク ID を使用して、次のコマ
ンドを実行します。

aws ecs describe-tasks --
cluster $CLUSTER_NAME --
tasks ${TEST_TASKID}

クラウドアーキテクト

のタスクを確認します 
WorkSpace。

NGINX がで実行されていること
を確認するには WorkSpace、
コマンドを実行します curl 
http://localhost:8080。

アプリケーションデベロッパー

関連リソース
• ECS クラスタ
• ハイブリッド環境のセットアップ
• アマゾン WorkSpaces
• Simple AD

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET コア
ウェブ API Docker コンテナを実行する

ビジャイ・アナンド・ラマリンガム（AWS）とスリーラクシュミ・パイ（AWS）が作成

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、ソフトウェア開発
とテスト、ウェブサイトとウェ
ブアプリ

ワークロード: Microsoft

AWS サービス: Amazon EC2; 
Elastic Load Balancing (ELB)
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概要

概要
このパターンは、アプリケーションをAmazon Web Services (AWS) クラウドでコンテナ化し始めている
ユーザーを対象としています。クラウド上でアプリケーションをコンテナ化し始めると、通常、コンテ
ナオーケストレーションプラットフォームは設定されていません。このパターンにより、複雑なコンテナ
オーケストレーションインフラストラクチャを必要とせずに、コンテナ化されたアプリケーションをテス
トするためのインフラストラクチャを AWS にすばやくセットアップできます。

モダナイゼーションの第一歩は、アプリケーションを変革することです。従来の.NET Framework アプリ
ケーションの場合は、最初にランタイムを ASP.NET Core に変更する必要があります。次に、以下の操作
を実行します。

• Docker コンテナイメージを作成する
• ビルド済みイメージを使用して Docker コンテナを実行します。
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) またはAmazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 

ECS) またはAmazon Elastic Kubernetes Service (Amazon Elastic Container Service)、Amazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon Elastic Container Service)、Amazon 

このパターンは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Linux インスタンスでの最新のアプリ
ケーション開発のビルド、実行、検証の各側面を対象としています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services (AWS) アカウント
• このパターンの AWS リソースを作成するための十分なアクセス権を持つ AWS Identity and Access 

Management (IAM) ロール 
• Visual Studio コミュニティ 2022 以降をダウンロードしてインストールしました
• ASP.NET Core に最新化された.NET フレームワークプロジェクト
• GitHub リポジトリ

製品バージョン

• Visual Studio Community 2022 以降

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

このパターンでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、次の図に示す高可用性アーキテク
チャを作成します。Amazon EC2 Linux インスタンスはプライベートサブネットで起動されます。AWS 
Systems Manager セッションマネージャーは、プライベート Amazon EC2 Linux インスタンスにアクセス
し、Docker コンテナで実行されている API をテストするために使用されます。

1. セッションマネージャーによる Linux インスタンスへのアクセス

Tools
AWS サービス
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• AWS コマンドラインインターフェイス — AWS Command Line Interface (CLI) は、コマンドラインシェ
ルのコマンドを使って AWS サービスと対話するためのオープンソースツールです。最小限の設定で、
ブラウザベースの AWS マネジメントコンソールで提供される機能と同等の機能を実装する AWS CLI コ
マンドを実行できます。

• AWS マネジメントコンソール — AWS マネジメントコンソールは、AWS リソースを管理するための広
範なサービスコンソールで構成され、そのコレクションを参照するウェブアプリケーションです。最初
にサインインすると、コンソールのホームページが表示されます。各サービスコンソールにアクセスで
きるホームページは、AWS 関連のタスクを実行するために必要な情報にアクセスするための単一の場所
として機能します。

• AWS Systems Manager セッションマネージャー — セッションマネージャーは、フルマネージド型の 
AWS Systems Manager 機能です。セッションマネージャーを使用すると、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスを管理できます。セッションマネージャーは、受信ポートを開いた
り、踏み台ホストを維持したり、SSH キーを管理したりすることなく、安全で監査可能なノード管理を
行えます。

その他のツール

• ビジュアルスタジオ 2022 — ビジュアルスタジオ 2022 は統合開発環境 (IDE) です。
• Docker — Dockerは、オペレーティング・システム・レベルでの仮想化を利用してコンテナ内のソフト

ウェアを提供するサービスとしてのプラットフォーム（PaaS）製品のセットです。

Code

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:5.0 AS base 
 WORKDIR /app
EXPOSE 80
EXPOSE 443 
  
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:5.0 AS build
WORKDIR /src
COPY ["DemoNetCoreWebAPI/DemoNetCoreWebAPI.csproj", "DemoNetCoreWebAPI/"]
RUN dotnet restore "DemoNetCoreWebAPI/DemoNetCoreWebAPI.csproj"
COPY . .
WORKDIR "/src/DemoNetCoreWebAPI"
RUN dotnet build "DemoNetCoreWebAPI.csproj" -c Release -o /app/build 
  
FROM build AS publish
RUN dotnet publish "DemoNetCoreWebAPI.csproj" -c Release -o /app/publish 
  
FROM base AS final
WORKDIR /app
COPY --from=publish /app/publish .
ENTRYPOINT ["dotnet", "DemoNetCoreWebAPI.dll"]

叙事詩
ASP.NET Core ウェブ API の開発

タスク 説明 必要なスキル

Visual Studio を使用して 
ASP.NET Core ウェブ API の例
を作成する。

ASP.NET Core ウェブ API の例
を作成するには、次の手順を実
行します。

1. ビジュアルスタジオ 2022 を
開きます。

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
2. [Create a new project] を選択

します。
3. ASP.NET Core Web API プロ

ジェクトテンプレートを選択
し、[次へ] を選択します。

4. プロジェクト名に
DemoNetCoreWebAPI と入力
し、[次へ] を選択します。

5. [作成] を選択します。
6. プロジェクトをローカルで実

行するには、F5 キーを押しま
す。

7. デフォルトの
WeatherForecastAPI エンドポ
イントが Swagger を使用して
結果を返していることを確認
します。

8. コマンドプロンプトを開
き、.csproj プロジェクトフォ
ルダーに移動し、次のコマン
ドを実行して新しい Web API 
GitHub をリポジトリにプッ
シュします。 

git add --all
git commit -m “Initial 
 Version”
git push
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タスク 説明 必要なスキル

Dockerfile を作成します。 Docker ファイルを作成するに
は、以下のいずれかの操作を実
行します。

• コードセクションのサン
プル Dockerfile を使用し
て、Dockerfile を手動で作成
します。要件に基づいて、適
切な.NET ベースイメージを選
択します。.NET と ASP.NET 
Core 関連のイメージについて
詳しくは、「Docker ハブ」を
参照してください。 

• Visual Studio と Docker デス
クトップを使用して Dockerfile
を作成します。ソリューショ
ンエクスプローラーで、プロ
ジェクトを右クリックし、[追
加]-> [Docker Support] を選択
します。ターゲット OS の場
合は、Linux を選択します。
新しい Dockerfile がソリュー
ションファイル (.sln) と同じパ
スにあることを確認してくだ
さい。 

GitHub 変更をリポジトリにプッ
シュするには、次のコマンドを
実行します。

git add --all
git commit -m “Dockerfile 
 added”
git push

アプリケーションデベロッパー

Amazon EC2 Linux インスタンスをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

インフラストラクチャをセット
アップする。

AWS CloudFormation テンプレー
トを起動して、以下を含むイン
フラストラクチャを作成しま
す。 

• AWS VPC クイックスタートを
使用する仮想プライベートク
ラウド (VPC)。2 つのアベイラ
ビリティーゾーンにまたがる 2 
つのパブリックサブネットと 
2 つのプライベートサブネット
があります。

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
• AWS Systems Manager を有効

にするために必要な IAM ロー
ル。

• プライベートサブネットの 1 
つに、最新の SSM エージェ
ントがインストールされた 
Amazon Linux 2 デモインス
タンスがあります。このイ
ンスタンスにはインターネッ
トからの直接接続はありませ
んが、拠点ホストを必要とせ
ずに AWS Systems Manager 
Session Manager を使用して
安全にアクセスできます。

拠点ホストを必要とせずに 
Session Manager を使用してプ
ライベート Amazon EC2 インス
タンスにアクセスする方法の詳
細については、「要塞のない世
界へ」というブログ記事を参照
してください。

Amazon EC2 Linux インスタンス
にログインします。

プライベートサブネットの 
Amazon EC2 Linux インスタンス
に接続するには、次の操作を行
います。

1. Amazon EC2 コンソールを開
きます。       

2. ナビゲーションペインで、[イ
ンスタンス] を選択します。

3. Amazon Linux 2 デモインスタ
ンスを選択して、[Connect] を
選択します。

4. セッションマネージャーを選
択します。

5. [Connect] を選択すると、新し
いターミナルウィンドウが開
きます。

6. 以下のコマンドを実行しま
す。

 sudo su

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

Docker のインストールと実行 Amazon EC2 Linux インスタンス
に Docker をインストールして起
動するには、以下を実行してく
ださい。

1. Docker をインストールするに
は、次のコマンドを実行しま
す。

yum install -y docker

2. Docker サービスを開始するに
は、次のコマンドを実行しま
す。

 service docker start

3. Docker のインストールを確認
するには、次のコマンドを実
行します。

docker info

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps

Git をインストールし、リポジト
リをクローンします。

Amazon EC2 Linux インスタンス
に Git をインストールし、リポジ
トリのクローンを作成するには 
GitHub、次の操作を行います。

1. Git をインストールするには、
次のコマンドを実行します。

yum install git -y

2. リポジトリのクローンを作成
するには、次のコマンドを実
行します。

git clone https://
github.com/<username>/
<repo-name>.git

3. Docker ファイルに移動するに
は、次のコマンドを実行しま
す。

cd <repo-name>/
DemoNetCoreWebAPI/

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル

Docker コンテナをビルドして実
行する。

Docker イメージを構築
し、Amazon EC2 Linux インスタ
ンス内でコンテナを実行するに
は、次の操作を行います。

1. Docker イメージを作成するに
は、次のコマンドを実行しま
す。

docker build -t 
 aspnetcorewebapiimage -f 
 Dockerfile .

2. すべての Docker イメージを表
示するには、次のコマンドを
実行します。

docker images

3. コンテナを作成して実行する
には、次のコマンドを実行し
ます。

docker run -d -
p 80:80 --name 
 aspnetcorewebapicontainer 
 aspnetcorewebapiimage

アプリケーション開発者、AWS 
管理者、AWS DevOps

ウェブ API をテストする

タスク 説明 必要なスキル

curl コマンドを使用してウェブ 
API をテストします。

Web API をテストするには、次
のコマンドを実行します。

curl -X GET "http://
localhost/WeatherForecast" -
H  "accept: text/plain"

API レスポンスを確認します。

[Note:] (メモ:) Swagger をローカ
ルで実行している場合、各エン
ドポイントの curl コマンドを取
得できます。

アプリケーションデベロッパー
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リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

すべてのリソースを削除しま
す。

スタックを削除してすべてのリ
ソースを削除します。これによ
り、使用していないサービスに
課金されることを防ぐことがで
きます。

AWS 管理者、AWS DevOps

関連リソース
• PuTTY を使用した Windows から Linux インスタンスへのConnect
• ASP.NET コアを使用してウェブ API を作成する
• 要塞のない世界へ

AWS Fargate を使用してメッセージ主導型のワー
クロードを大規模に実行

スタン・ズバレフによって作成されました

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、メッセージングと
通信、データベース

AWS サービス: AWS Fargate; 
Amazon SQS; Amazon 
DynamoDB

概要
このパターンは、コンテナと AWS Fargate を使用して、メッセージ主導型のワークロードを AWS クラウ
ドで大規模に実行する方法を示しています。

コンテナを使用してデータを処理すると、アプリケーションが処理するデータ量が関数ベースのサーバー
レスコンピューティングサービスの制限を超える場合に役立ちます。たとえば、アプリケーションが AWS 
Lambda が提供するものよりも多くの計算能力や処理時間を必要とする場合、Fargate を使用するとパ
フォーマンスを向上させることができます。

以下のセットアップ例では、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して、以下のリソースを 
AWS クラウドに設定およびデプロイします。 TypeScript

• Fargate Service
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー
• Amazon DynamoDB テーブル
• CloudWatch アマゾンダッシュボード

Fargate サービスは Amazon SQS キューからメッセージを受信して処理し、Amazon DynamoDB テーブ
ルに保存します。 CloudWatch ダッシュボードを使用して、処理された Amazon SQS メッセージの数と 
Fargate によって作成された DynamoDB アイテムの数を監視できます。
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前提条件と制限

[Note:] (メモ:) このパターンのサンプルコードを使用して、イベント駆動型のサーバーレスアーキテクチャ
でより複雑なデータ処理ワークロードを構築することもできます。詳細については、「AWS Fargate を使
用してイベント駆動型およびスケジュールされたワークロードを大規模に実行」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• ローカルマシンにインストールおよび設定された最新バージョンの AWS Command Line Interface 

(AWS CLI)
• Git、ローカルマシンにインストールおよび設定
• ローカルマシンにインストールおよび設定された AWS CDK
• Go、ローカルマシンへのインストールと設定
• Docker (ローカルマシンにインストールおよび設定)

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon SQS
• AWS Fargate
• Amazon DynamoDB

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Fargate を使用して AWS クラウドでメッセージ駆動型ワークロードを大規模に実行するワーク
フローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Fargate サービスは、Amazon SQS ロングポーリングを使用して、Amazon SQS キューからのメッセー
ジを受信します。

2. 次に、Fargate サービスは Amazon SQS メッセージを処理して DynamoDB テーブルに保存します。

自動化とスケーリング

Fargate タスクカウントのスケーリングを自動化するには、Amazon Elastic Container Service (Amazon 
ECS) サービスのAuto Scaling を設定できます。アプリケーションの Amazon SQS キューに表示される
メッセージの数に基づいてスケーリングポリシーを設定するのがベストプラクティスです。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Amazon SQSに基づくスケーリン
グ」を参照してください。

Tools
AWS サービス

• AWS Fargate を使用すると、サーバーや Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
を管理する必要なく、コンテナを実行できます。Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と組
み合わせて使用されます。
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叙事詩

• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、分散されたソフトウェアシステムとコンポーネント
を統合および分離できる、安全で耐久性があり、利用可能なホストされたキューを提供します。

• Amazon DynamoDB は、高速で予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供するフルマネージド 
NoSQL データベースサービスです。

• Amazon CloudWatch は、AWS で実行されている AWS リソースやアプリケーションのメトリクスをリ
アルタイムにモニタリングできます。

Code

このパターンのコードは GitHub sqs-fargate-ddb-cdk-go リポジトリにあります。

叙事詩
AWS CDK を使用してリソースを作成してデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

GitHub リポジトリのクローンを
作成します。

次のコマンドを実行して、 
GitHub sqs-fargate-ddb-cdk-go
リポジトリをローカルマシンに
複製します。

git clone https://
github.com/aws-samples/
sqs-fargate-ddb-cdk-
go.git

アプリケーションデベロッパー

AWS CLI に正しい AWS アカ
ウントが設定されていること
と、AWS CDK に必要なアクセス
権限があることを確認します。

AWS CLI の設定が正しいかどう
かを確認するには、次の Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) ls コマンドを実行します。

aws s3 ls

この手順では、AWS CDK に 
AWS アカウント内のインフラ
ストラクチャをプロビジョニ
ングする権限も必要です。必
要なアクセス権限を付与するに
は、AWS CLI で名前付き AWS 
プロファイルを作成し、それを
AWS_PROFILE 環境変数として
エクスポートする必要がありま
す。詳細については、バージョ
ン 2 の AWS CLI ユーザーガイド
の「名前付きプロファイルの作
成」を参照してください。

[Note:] (メモ:) 以前に AWS アカ
ウントで AWS CDK を使用した
ことがない場合は、まず必要な 
AWS CDK リソースをプロビジョ
ニングする必要があります。詳
細については、AWS CDK v2 開
発者ガイドの「ブートストラッ
プ」を参照してください。

アプリケーションデベロッパー

397

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
https://github.com/aws-samples/sqs-fargate-ddb-cdk-go
https://github.com/aws-samples/sqs-fargate-ddb-cdk-go
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/s3/ls.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html#cli-configure-profiles-create
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html#cli-configure-profiles-create
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/bootstrapping.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/bootstrapping.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK スタックを AWS アカ
ウントにデプロイします。

1. 次の AWS CLI コマンドを実行
して、コンテナーイメージを
作成します。

docker build -t go-
fargate .

2. 次のコマンドを実行し
て、AWS CDK ディレクトリ
を開きます。

cd cdk
3. 次のコマンドを実行して、必

要な npm モジュールをインス
トールします。

npm i
4. 次のコマンドを実行し

て、AWS CDK パターンを 
AWS アカウントにデプロイし
ます。

cdk deploy --profile 
${AWS_PROFILE}

アプリケーションデベロッパー

セットアップをテストする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon SQS キューにテスト
メッセージを送信します。

手順については、Amazon SQS 
開発者ガイドの「キュー (コン
ソール) へのメッセージの送信」
を参照してください。

Amazon SQS メッセージのサン
プルをテストする

{ 
    "message": "hello, 
 Fargate"
}

アプリケーションデベロッパー

テストメッセージが Fargate 
CloudWatch サービスのログに表
示されることを確認します。

Amazon ECS 開発者ガイドの「
CloudWatch ログを表示する」
の指示に従ってください。go-
service-clusterECS go-fargate-
serviceクラスターのロググルー
プのログを必ず確認してくださ
い。

アプリケーションデベロッパー

テストメッセージが DynamoDB 
テーブルに表示されることを確
認します。

1. DynamoDB コンソールを開き
ます。

2. 左のナビゲーションペイン
で、[テーブル] を選択しま

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
す。次に、一覧から次の表を
選択します。sqs-fargate-ddb-
table。

3. 「テーブルアイテムを探す」
を選択します。

4. テストメッセージが [返品され
たアイテム] リストに表示され
ていることを確認します。

Fargate サービスが CloudWatch 
Logs にメッセージを送信してい
ることを確認します。

1. CloudWatch コンソールを開き
ます。

2. 左側のナビゲーションペイン
で [ダッシュボード] を選択し
ます。

3. カスタムダッシュボードリ
ストで、という名前のダッ
シュボードを選択しますgo-
service-dashboard。

4. テストメッセージがログに表
示されることを確認します。

[Note:] (メモ:) AWS CDK は AWS 
CloudWatch アカウントにダッ
シュボードを自動的に作成しま
す。

アプリケーションデベロッパー

クリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK スタックを削除しま
す。

1. 次のコマンドを実行し
て、AWS CLI で AWS CDK 
ディレクトリを開きます。

cd cdk
2. 次のコマンドを実行し

て、AWS CDK スタックを削
除します。

cdk destroy --profile 
${AWS_PROFILE}

アプリケーションデベロッパー

AWS CDK スタックが削除されて
いることを確認します。

スタックが削除されていること
を確認するには、次のコマンド
を実行します。

aws cloudformation list-
stacks --query \  
"StackSummaries[?
contains(StackName,'SqsFargate')].StackStatus" 
 \
--profile ${AWS_PROFILE}

アプリケーションデベロッパー
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
StackStatusコマン
ド出力で返される値
は、DELETE_COMPLETEスタッ
クが削除された場合です。

詳細については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイ
ドの「スタックの説明と一覧表
示」を参照してください。

関連リソース
• AWS CLI の設定 (バージョン 2 の AWS CLI ユーザーガイド)
• API リファレンス (AWS CDK API リファレンス)
• Go バージョン 2 用の AWS SDK (Go ドキュメント)

Amazon EFS on Amazon EKS と AWS Fargate を
使用して、永続的なデータストレージを使用してス
テートフルワークロードを実行する

リカルド・モライス (AWS) とルシオ・ペレイラ (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス; ストレージとバック
アップ

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: Amazon EFS; 
Amazon EKS; AWS Fargate

概要
このパターンは、AWS Fargate を使用してコンピューティングリソースをプロビジョニングし、Amazon 
Elastic Kubernetes サービス (Amazon EKS) で実行されているコンテナのストレージデバイスとして 
Amazon Elastic ファイルシステム (Amazon EFS) を有効にするためのガイダンスを提供します。

このパターンで説明されている設定は、セキュリティのベストプラクティスに従い、デフォルトで保存時
のセキュリティと転送中のセキュリティを提供します。Amazon EFS ファイルシステムを暗号化するに
は、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用しますが、KMS キーの作成プロセスをディス
パッチするキーエイリアスを指定することもできます。

このパターンの手順に従って、 proof-of-concept (PoC) アプリケーションの名前空間と Fargate プロファ
イルを作成し、Kubernetes クラスターと Amazon EFS の統合に使用される Amazon EFS コンテナスト
レージインターフェイス (CSI) ドライバーをインストールし、ストレージクラスを設定して PoC アプリ
ケーションをデプロイできます。これらのステップにより、複数の Kubernetes ワークロード間で共有さ
れる Amazon EFS ファイルシステムが Fargate 上で実行されます。パターンには、これらのステップを自
動化するスクリプトが付属しています。
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このパターンは、コンテナ化されたアプリケーションでデータの永続性を確保し、スケールインまたはス
ケールアウト操作でのデータ損失を回避したい場合にいつでも使用できます。例:

• DevOps ツール — 一般的なシナリオは、Jenkins を継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー 
(CI/CD) ツールとして使用することです。この場合、Amazon EFS を共有ファイルシステムとして使用
して、CI/CD ツールのさまざまなインスタンス間で設定を保存したり、CI/CD ツールのさまざまなイン
スタンス間のパイプラインステージ用のキャッシュ (Apache Maven リポジトリなど) を保存したりでき
ます。

• Web サーバー — 一般的なシナリオは、Apache を HTTP Web サーバーとして使用することで
す。Amazon EFS を共有ファイルシステムとして使用して、ウェブサーバーのさまざまなインスタンス
間で共有される静的ファイルを保存できます。このシナリオ例では、静的ファイルを Docker イメージ
にベイク処理するのではなく、変更内容がファイルシステムに直接適用されます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Kubernetes バージョン 1.17 以降の Kubernetes 既存の EKS クラスター
• クラスター管理権限
• 目的の Amazon EKS クラスターを指すように設定されたコンテキスト

機能制限

• CSI ドライバを使用してコンテナ内に永続ボリュームとしてマウントする前に Amazon EFS ファイルシ
ステムを作成する必要があります。現在、CSI ドライバーは Amazon EFS ファイルシステムを自動的に
プロビジョニングしません。

• Fargate で Amazon EKS を使用する際には、考慮すべき制限がいくつかあります。たとえば、デーモ
ンセットや特権コンテナはサポートされていません。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの
「AWS Fargate に関する考慮事項」を参照してください。

• このパターンで提供されるコードは、Linux または macOS を実行しているワークステーションをサポー
トします。

製品バージョン

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2 以降
• Amazon EFS CSI ドライバーのバージョン 1.0 以降
• eksctlバージョン 0.24.0 以降
• jqバージョン 1.6 以降
• kubectlバージョン 1.17 以降
• Kubernetes バージョン 1.17 以降

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャには以下のサービスとコンポーネントが含まれ、AWS Well-Architected 
Framework のベストプラクティスに従っています。

• Amazon EFS は、シンプルでスケーラブル、かつ伸縮自在なフルマネージド型の NFS ファイルシステ
ムを提供します。これは、選択した Amazon EKS クラスターのプライベートサブネットに分散されてい
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るポッドで実行されている PoC アプリケーションのすべてのレプリケーション間で共有ファイルシステ
ムとして使用されます。

• 各プライベートサブネットの Amazon EFS マウントターゲット。これにより、クラスターの仮想プライ
ベートクラウド (VPC) 内のアベイラビリティーゾーンごとに冗長性が提供されます。

• Amazon EKS は、Kubernetes のワークロードを実行します。前提条件セクションで説明されているよう
に、このパターンを使用する前に Amazon EKS クラスターをプロビジョニングする必要があります。

• AWS KMS: Amazon EFS ファイルシステムに保存されているコンテンツを暗号化します。
• Fargate はコンテナのコンピューティングリソースを管理するので、ユーザーはインフラストラクチャ

の負担ではなくビジネス要件に集中できます。Fargate プロファイルはすべてのプライベートサブネッ
ト用に作成されます。クラスターの仮想プライベートクラウド (VPC) 内のアベイラビリティーゾーンご
とに冗長性を提供します。

• Kubernetes ポッド:アプリケーションのさまざまなインスタンスでコンテンツを共有、使用、作成でき
るかどうかを検証します。

Tools
Tools

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインから AWS サービスと対話で
きるオープンソースのツールです。

• eksctl — eksctl は Amazon EKS で Kubernetes クラスターを作成および管理するためのコマンドライン
ユーティリティです。

• kubectl — kubectl は、クラスター API サーバーと通信するためのコマンドラインユーティリティです。
• jq — jq は JSON を解析するためのコマンドラインツールです。

AWS サービス

• Amazon EFS — Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は AWS クラウドのファイルストレージを
管理します。このパターンでは、Amazon EKS で使用できる、シンプルでスケーラブルな、フルマネー
ジド型の共有ファイルシステムが提供されます。

• Amazon EKS — Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) では、AWS で Kubernetes を簡単に実行で
きます。お客様独自のクラスターをインストールしたり操作したりする必要はありません。

• AWS Fargate — AWS Fargate は Amazon EKS 用のサーバーレスコンピューティングエンジンで
す。Kubernetes アプリケーションのコンピューティングリソースを作成および管理します。

• AWS KMS — AWS Key Management Service (AWS KMS) は、アプリケーションデータの保護に役立つ
暗号化およびキー管理サービスです。

Code

GitHub このパターンのコードはリポジトリで提供されています。スクリプトは、次のセクションの順序に
従って epic01 から epic06 までのフォルダーに、エピックごとに整理されています。スクリプトを使用し
てこのパターンのエピックを自動化する方法については、「追加情報」セクションを参照してください。
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エピック
Kubernetes 名前空間とリンクされた Fargate プロファイルを作成する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションワークロード
用に、Kubernetes 名前空間を作
成します。

Amazon EFS とやり取りするア
プリケーションワークロードを
受信するための名前空間を作成
します。このエピックの手順を
自動化するスクリプトを実行す
るには、「追加情報」セクショ
ンを参照してください。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

カスタム Fargate プロファイル
を作成します。

作成した名前空間にリンクされ
たカスタム Fargate プロファイ
ルを作成します。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ユニークなトークンを生成しま
す。

Amazon EFS では、べき等の
オペレーションを保証するため
に作成トークンが必要です (同
じ作成トークンを使用してオペ
レーションを呼び出しても効果
はありません)。この要件を満
たすには、利用可能な手法を
使用して固有のトークンを生
成する必要があります。たとえ
ば、Universally Unique Identifier 
(UUID) を生成して作成トークン
として使用できます。トークン
を作成したら、スクリプトを実
行してこのエピックの残りのス
テップを自動化できます。詳細
については、「追加情報」セク
ションを参照してください。

システム管理者

KMS キーを作成します。 (オプション) AWS アカウントと 
AWS リージョンで、一意の対称
的な AWS KMS Key を作成しま
す。このキーはファイルシステ
ムの暗号化に使用されるため、
パターンでは保存時の暗号化処
理に KMS キーを使用できます。
指定しない場合は、AWS マネー
ジドキーが使用されます。

システム管理者

Amazon EFS ファイルシステム
を作成します。

アプリケーションワークロード
によって読み書きされるデータ
ファイルを受信するためのファ
イルシステムを作成します。暗

システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
号化されたファイルシステムま
たは暗号化されていないファイ
ルシステムを作成できます。(ベ
ストプラクティスとして、この
パターンのコードでは暗号化さ
れたシステムを作成し、デフォ
ルトで保存時の暗号化を有効に
します)。

セキュリティグループを作成し
ます。

Amazon EKS クラスターが 
Amazon EFS ファイルシステム
にアクセスできるようにするセ
キュリティグループを作成しま
す。

システム管理者

セキュリティグループのインバ
ウンドルールを更新します。

セキュリティグループのインバ
ウンドルールを更新して、次の
設定で受信トラフィックを許可
します。

• TCP プロトコル:ポート 2049
• ソース: Kubernetes クラスター

を含む VPC 内のプライベート
サブネットの CIDR ブロック
範囲

システム管理者

プライベートサブネットごとに
マウントターゲットを追加しま
す。

Kubernetes クラスターのプライ
ベートサブネットごとに、ファ
イルシステムとセキュリティグ
ループのマウントターゲットを
作成します。

システム管理者

Amazon EFS コンポーネントを Kubernetes クラスターにインストールする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EFS CSI ドライバーを
デプロイします。

Amazon EFS CSI ドライバーを
クラスターにデプロイします。
ドライバーは、アプリケーショ
ンによって作成されたパーシ
ステントボリュームクレームに
従ってストレージをプロビジョ
ニングします。このエピックの
手順を自動化するスクリプトを
実行するには、「追加情報」セ
クションを参照してください。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

ストレージクラスをデプロイし
ます。

Amazon EFS プロビジョナー 
(efs.csi.aws.com) のクラスター
にストレージクラスをデプロイ
します。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー
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PoC アプリケーションを Kubernetes クラスターにインストールします。

タスク 説明 必要なスキル

永続的ボリュームのデプロイ 永続ボリュームをデプロイし、
作成したストレージクラスと 
Amazon EFS ファイルシステ
ムの ID にリンクします。アプ
リケーションは永続ボリュー
ムを使用してコンテンツの読
み取りと書き込みを行います。
ストレージフィールドでは、永
続ボリュームの任意のサイズを
指定できます。Kubernetes で
はこのフィールドが必要です
が、Amazon EFS は伸縮自在な
ファイルシステムであるため、
ファイルシステムの容量は適
用されません。永続ボリューム
は、暗号化の有無にかかわらず
デプロイできます。(ベストプラ
クティスとして、Amazon EFS 
CSI ドライバーはデフォルトで
暗号化を有効にします。) このエ
ピックの手順を自動化するスク
リプトを実行するには、「追加
情報」セクションを参照してく
ださい。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

アプリケーションから要求され
たパーシステントボリュームク
レームをデプロイします。

アプリケーションから要求され
たパーシステントボリューム
クレームをデプロイし、スト
レージクラスにリンクします。
以前に作成したパーシステント
ボリュームと同じアクセスモー
ドを使用してください。スト
レージフィールドでは、永続ボ
リュームクレームのサイズを任
意に指定できます。Kubernetes 
ではこのフィールドが必要です
が、Amazon EFS は伸縮自在な
ファイルシステムであるため、
ファイルシステムの容量は適用
されません。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

ワークロード 1 をデプロイしま
す。

アプリケーションのワークロー
ド 1 を表すポッドをデプロイし
ます。このワークロードは、/
data/out1.txtファイルにコンテン
ツを書き込みます。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

ワークロード 2 をデプロイしま
す。

アプリケーションのワークロー
ド 2 を表すポッドをデプロイし
ます。このワークロードは、/
data/out2.txtファイルにコンテン
ツを書き込みます。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー
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ファイルシステムの持続性、耐久性、共有性を検証

タスク 説明 必要なスキル

Workload 1 がファイルシステ
ムに書き込めることを確認しま
す。

アプリケーションのワークロー
ド 1 が Amazon EFS ファイルシ
ステムの /data/out1.txt ファイル
に書き込んでいることを確認し
ます。このエピックの手順を自
動化するコマンドとスクリプト
については、「追加情報」セク
ションを参照してください。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

Workload 2 がファイルシステ
ムに書き込めることを確認しま
す。

アプリケーションのワークロー
ド 2 が Amazon EFS ファイルシ
ステムの /data/out2.txt ファイル
に書き込んでいることを確認し
ます。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

ワークロード 1 がワークロード 
2 によって書き込まれたファイ
ルを読み取れることを確認しま
す。

アプリケーションのワークロー
ド 1 が、アプリケーションの
ワークロード 2 によって書き込
まれた /data/out2.txt ファイル
をファイルシステムから読み取
ることができることを確認しま
す。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

ワークロード 2 がワークロード 
1 によって書き込まれたファイ
ルを読み取れることを確認しま
す。

アプリケーションのワークロー
ド 2 が、アプリケーションの
ワークロード 1 によって書き込
まれた /data/out1.txt ファイル
をファイルシステムから読み取
ることができることを確認しま
す。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー

アプリケーションコンポーネン
トを削除した後も、ファイルが
保持されていることを確認しま
す。

アプリケーションコンポーネ
ント (永続ボリューム、永続ボ
リュームクレーム、ポッド) を削
除し、/data/out1.txt ファイルと /
data/out2.txt ファイルがファイル
システムに保持されていること
を確認します。このステップを
自動化するスクリプトについて
は、「追加情報」セクションを
参照してください。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー、システム管理者

監視操作

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションログを監視し
ます。

2 日目の操作の一環として、 
CloudWatch モニタリング用にア
プリケーションログを Amazon 
に送信します。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー、システム管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

Container Insights で Amazon 
EKS と Kubernetes Container を
モニタリングできます。

2 日目の運用の一環とし
て、Amazon CloudWatch コンテ
ナインサイトを使用して Amazon 
EKS と Kubernetes システムを監
視します。このツールは、コン
テナ化されたアプリケーション
のメトリクスを、さまざまなレ
ベルとディメンションで収集、
集計、要約します。詳細につ
いては、「関連リソース」セク
ション」のリンクを参照してく
ださい。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー、システム管理者

を使用して Amazon EFS 
CloudWatch をモニタリングしま
す。

2 日目のオペレーションの一環と
して、Amazon を使用してファ
イルシステムをモニタリングし 
CloudWatch、Amazon EFS から 
raw データを収集して処理し、
読み取り可能なほぼリアルタイ
ムのメトリクスに変換します。
詳細については、「関連リソー
ス」を参照してください。

システム管理者

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

パターン用に作成されたすべて
のリソースをクリーンアップし
ます。

このパターンを完了した
ら、AWS の料金が発生しない
ように、すべてのリソースを
クリーンアップしてください。
クリーンアップ処理を自動化す
るスクリプトを実行するには、
「追加情報」セクションを参照
してください。

権限が付与された Kubernetes 
ユーザー、システム管理者

関連リソース
リファレンス:

• 新規 — Amazon EKS 向け AWS Fargate が Amazon EFS をサポートするようになりました (お知らせ)
• AWS Fargate で Amazon EKS を使用するときにアプリケーションログをキャプチャする方法 (ブログ記

事)
• コンテナインサイトの使用 (Amazon CloudWatch ドキュメント)
• Amazon EKS と Kubernetes で Container Insights をセットアップする (Amazon CloudWatch ドキュメ

ント)
• Amazon EKS および Kubernetes Container Insights のメトリクス (Amazon CloudWatch ドキュメント)
• アマゾンによる Amazon EFS のモニタリング CloudWatch (Amazon EFS ドキュメント)

GitHub チュートリアルとサンプル
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• スタティックプロビジョニング
• 転送時の暗号化
• 複数のポッドからファイルシステムにアクセスする
• での Amazon EFS の使用 StatefulSets
• サブパスのマウント
• Amazon EFS アクセスポイントを使用する

必要なツール

• AWS CLI バージョン 2 のインストール
• eksctl のインストール
• kubectl のインストール
• jq のインストール

追加情報
GitHub このパターンのエピックとストーリーを自動化するスクリプトはリポジトリに含まれており、次の
セクションで説明されています。

Kubernetes 名前空間とリンクされた Fargate プロファイルの作成

次のスクリプトを実行して、次の 2 つのステップを実装します。

./scripts/epic01/create-k8s-ns-and-linked-fargate-profile.sh \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME"

MY_CLUSTER_NAMEは Amazon EKS クラスターの名前です。

Amazon EFS ファイルシステムの作成

Amazon EFS に固有のトークンを生成した後、create-efs.sh スクリプトを使用して暗号化または非暗号化
の Amazon EFS ファイルシステムを作成します。

KMS キーを使用せずに、保存時に暗号化を行う場合:

./scripts/epic02/create-efs.sh \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

MY_CLUSTER_NAMEは Amazon EKS クラスターの名前で、MY_EFS_CREATION_TOKENはファイルシステ
ム固有の作成トークンです。

KMS キーによる保存時の暗号化の場合:

./scripts/epic02/create-efs.sh \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN" \ 
    -k "MY_KMS_KEY_ALIAS"

MY_CLUSTER_NAMEは Amazon EKS クラスターの名前、MY_EFS_CREATION_TOKENはファイルシステム
固有の作成トークン、MY_KMS_KEY_ALIASは KMS キーのエイリアスです。

暗号化なし:
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./scripts/epic02/create-efs.sh -d \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

whereMY_CLUSTER_NAME は Amazon EKS クラスターの名前で、MY_EFS_CREATION_TOKENはファイル
システム固有の作成トークンで、–d保存時の暗号化を無効にします。

Kubernetes クラスターへの Amazon EFS コンポーネントのインストール

次のスクリプトを実行して、Amazon EFS CSI ドライバとストレージクラスをクラスターにデプロイしま
す。

./scripts/epic03/create-k8s-efs-csi-sc.sh

kubectlこのスクリプトはユーティリティを使用するため、コンテキストが目的の Amazon EKS クラス
ターを指すように設定されていることを確認してください。

PoC アプリケーションのインストール

deploy-poc-app.sh スクリプトを実行して、永続ボリューム、永続ボリュームクレーム、および 2 つの
ワークロードをデプロイします。

転送中の暗号化の場合:

./scripts/epic04/deploy-poc-app.sh \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

ここで、MY_EFS_CREATION_TOKENはファイルシステムのユニークな作成トークンです。

転送中の暗号化なし:

./scripts/epic04/deploy-poc-app.sh -d \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

whereMY_EFS_CREATION_TOKEN はファイルシステムのユニークな作成トークンで、–d転送中の暗号化
を無効にします。

ファイルシステムの永続性、耐久性、共有性の検証

ワークロード 1 が /data/out1.txt に書き込んでいることを検証するには:

kubectl exec -ti poc-app1 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -f /data/out1.txt

結果は、次のようになります。

...
Thu Sep  3 15:25:07 UTC 2020 - PoC APP 1
Thu Sep  3 15:25:12 UTC 2020 - PoC APP 1
Thu Sep  3 15:25:17 UTC 2020 - PoC APP 1
...

ワークロード 2 が /data/out2.txt に書き込んでいることを検証するには:

kubectl exec -ti poc-app2 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -f /data/out2.txt

結果は、次のようになります。
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...
Thu Sep  3 15:26:48 UTC 2020 - PoC APP 2
Thu Sep  3 15:26:53 UTC 2020 - PoC APP 2
Thu Sep  3 15:26:58 UTC 2020 - PoC APP 2
...

ワークロード 1 がワークロード 2 で書き込まれたファイルを読み取れることを確認するには:

kubectl exec -ti poc-app1 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -n 3 /data/out2.txt

結果は、次のようになります。

...
Thu Sep  3 15:26:48 UTC 2020 - PoC APP 2
Thu Sep  3 15:26:53 UTC 2020 - PoC APP 2
Thu Sep  3 15:26:58 UTC 2020 - PoC APP 2
...

ワークロード 2 がワークロード 1 によって書き込まれたファイルを読み取れることを確認するには:

kubectl exec -ti poc-app2 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -n 3 /data/out1.txt

結果は、次のようになります。

...
Thu Sep  3 15:29:22 UTC 2020 - PoC APP 1
Thu Sep  3 15:29:27 UTC 2020 - PoC APP 1
Thu Sep  3 15:29:32 UTC 2020 - PoC APP 1
...

アプリケーションコンポーネントを削除した後もファイルが保持されていることを確認するには：

./scripts/epic05/validate-efs-content.sh \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

ここで、MY_EFS_CREATION_TOKENはファイルシステムのユニークな作成トークンです。

結果は、次のようになります。

pod/poc-app-validation created
Waiting for pod get Running state...
Waiting for pod get Running state...
Waiting for pod get Running state...
Results from execution of 'find /data' on validation process pod:
/data
/data/out2.txt
/data/out1.txt

リソースのクリーンアップ

PoC アプリケーションの使用が完了したら、 clean-up-resources .sh スクリプトを実行してすべてのリ
ソースを削除します。

KMS キーによる保存時の暗号化の場合:

./scripts/epic06/clean-up-resources.sh \ 
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    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN" \ 
    -k "MY_KMS_KEY_ALIAS

ここで、MY_CLUSTER_NAMEは Amazon EKS クラスターの名前、MY_EFS_CREATION_TOKENはファイル
システムの作成トークン、MY_KMS_KEY_ALIASはKMS キーのエイリアスです。

保存時の暗号化なし:

./scripts/epic06/clean-up-resources.sh \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

ここで、MY_CLUSTER_NAMEは Amazon EKSMY_EFS_CREATION_TOKEN クラスターの名前で、はファイ
ルシステムの作成トークンです。

その他のパターン
• CAST Highlight を使用して AWS クラウドへの移行に向けたアプリケーションの準備状況を評価す

る (p. 2020)
• AWS CDK を使用して、マイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動

的に構築します (p. 719)
• Firelens ログルーターを使用して Amazon ECS 用のカスタムログパーサーを作成する (p. 752)
• Java マイクロサービスの CI/CD パイプラインを Amazon ECS にデプロイします。 (p. 777)
• EC2 インスタンスプロファイルを使用して AWS Cloud9 から Amazon EKS クラスターをデプロイしま

す。 (p. 798)
• Amazon の推論パイプラインを使用して、前処理ロジックを単一エンドポイントの ML モデルにデプロ

イします。 SageMaker (p. 1105)
• AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere をセットアップして、オンプレミスのコンテナアプリ

ケーションを管理します (p. 2169)
• オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への移行 (p. 1529)
• Amazon ECS 上の Oracle WebLogic から Apache Tomcat (TomEE) への移行 (p. 1870)
• ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS で最新化 (p. 2176)
• AWS CloudFormation と AWS Config を使用して Amazon ECR リポジトリのワイルドカードアクセス権

限を監視する (p. 850)
• AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere でハイブリッドワークロード用の CI/CD パイプラインを

セットアップし、 GitLab (p. 950)
• Amazon S3 に Helm v3 チャートリポジトリをセットアップする (p. 869)
• 証明書マネージャーと Let's Encrypt を使用して Amazon EKS end-to-end 上のアプリケーションの暗号

化を設定します (p. 883)
• Amazon で GPU をサポートするカスタム ML モデルをトレーニングしてデプロイする 

SageMaker (p. 1118)
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Amazon Kinesis Data Firehose を使用
して AWS WAF ログを Splunk に送信

コンテンツ配信
トピック

• AWS Firewall Manager と Amazon Kinesis Data Firehose を使用して AWS WAF ログを Splunk に送信
する (p. 412)

• Amazon を使用して VPC 経由で Amazon S3 バケットの静的コンテンツを配信する 
CloudFront (p. 417)

• その他のパターン (p. 423)

AWS Firewall Manager と Amazon Kinesis Data 
Firehose を使用して AWS WAF ログを Splunk に送
信する

マイケル・フリーデンタール (AWS)、アマン・カウル・ガンジー (AWS)、JJ ジョンソン (AWS) によって
作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:コンテンツ配信、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS Firewall 
Manager、Amazon Kinesis Data 
Firehose、AWS WAF

概要
これまで、Splunk にデータを移動するには、プッシュ型とプル型のアーキテクチャの 2 つの方法があり
ました。プルアーキテクチャでは、再試行してもデータ配信が保証されますが、データをポーリングする
専用のリソースが Splunk に必要です。プルアーキテクチャはポーリングのため、通常はリアルタイムで
はありません。のプッシュアーキテクチャは通常、レイテンシが小さく、スケーラブルで、運用の複雑さ
とコストを削減します。ただし、配信を保証することはできません。通常、エージェントが必要になりま
す。

Splunk と Amazon Kinesis Data Firehose の統合により、HTTP イベントコレクター (HEC) を通じて 
Splunk にリアルタイムのストリーミングデータが提供されます。この統合には、プッシュ型とプル型の両
方のアーキテクチャのメリットがあります。つまり、再試行によるデータ配信が保証され、ほぼリアルタ
イムで、待ち時間が短く、複雑さが低いということです。HECは、HTTPまたはHTTPSを介してデータを
迅速かつ効率的にSplunkに直接送信します。HECはトークンベースなので、アプリケーションやサポート
ファイルに認証情報をハードコーディングする必要はありません。

AWS Firewall Manager ポリシーでは、すべてのアカウントのすべての AWS WAF ウェブ ACL トラフィッ
クのロギングを設定できます。その後、Kinesis Data Firehose 配信ストリームを使用してそのログデータ
を Splunk に送信し、モニタリング、視覚化、分析を行うことができます。このソリューションには次の
利点があります。

• すべてのアカウントの AWS WAF ウェブ ACL トラフィックの一元管理とロギング
• 単一の AWS アカウントとの Splunk インテグレーション
• スケーラビリティ
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• ほぼリアルタイムでログデータを配信
• サーバーレスソリューションの使用によるコストの最適化により、未使用のリソースにお金を払う必要

はありません。

前提条件と制限
前提条件

• AWS Organizations の組織の一部である AWS アクティブな AWS アカウント。
• Kinesis Data Firehose でログ記録を有効にするには、次の許可がある必要があります。

• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• wafv2:PutLoggingConfiguration

• AWS WAF とそのウェブ ACL を設定する必要があります。手順については、「AWS WAF の使用開始」
を参照してください。

• AWS Firewall Manager をセットアップする必要があります。手順については、「AWS Firewall 
Manager の前提条件」を参照してください。

• AWS WAF のFirewall Manager セキュリティポリシーを設定する必要があります。手順について
は、AWS Firewall Manager の AWS WAF ポリシーの開始をご参照ください。

• Splunk には、AWS Kinesis Data Firehose からアクセスできるパブリック HTTP エンドポイントをセッ
トアップする必要があります。

機能制限

• AWS アカウントは、AWS Organizations 内の 1 つの組織で管理する必要があります。
• ウェブ ACL は配信ストリームと同じリージョンである必要があります。Amazon のログをキャプチャし

ている場合は CloudFront、米国東部 (バージニア北部) リージョンに Firehose 配信ストリームを作成し
ますus-east-1。

• Amazon Kinesis Data Firehose 用の Splunk アドオンは、有料の Splunk Cloud デプロイ、Splunk 
Enterprise の分散デプロイ、および単一インスタンスの Splunk Enterprise デプロイメントで利用できま
す。このアドオンは、Splunk Cloud の無料トライアルデプロイではサポートされていません。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Firewall Manager
• Kinesis Data Firehose
• Amazon S3
• AWS WAF
• Splunk

ターゲットアーキテクチャ

以下の画像は、Firewall Manager を使用してすべての AWS WAF データを一元的にログに記録し、Kinesis 
Data Firehose を通じて Splunk に送信する方法を示しています。

1. AWS WAF ウェブ ACL は、ファイアウォールログデータをFirewall Manager に送信します。
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2. Firewall Manager はログデータを Kinesis Data Firehose に送信します。
3. Kinesis Data Firehose 送信ストリームは、ログデータを Splunk と S3 バケットに転送します。S3 バ

ケットは、Firehose の配信ストリームでエラーが発生した場合のバックアップとして機能します。

自動化とスケール

このソリューションは、組織内のすべての AWS WAF ウェブ ALC にスケーリングして対応できるように
設計されています。すべてのウェブ ACL を同じ Amazon Kinesis Data Firehose インスタンスを使用する
ように設定できます。ただし、複数の Kinesis Data Firehose インスタンスをセットアップして使用したい
場合は、可能です。

Tools
AWS サービス

• AWS Firewall Manager は、AWS Organizations のアカウントおよびアプリケーション全体で Firewall 
ルールを一元的に設定および管理できるセキュリティ管理サービスです。

• Amazon Kinesis Data Firehose は、他の AWS サービス、カスタム HTTP エンドポイント、および 
Splunk など、サポートされているサードパーティーサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイ
ントにリアルタイムストリーミングデータを配信するのに役立ちます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで
あり、任意の量のデータを保存、保護、および取得するのに役立ちます。

• AWS WAF はウェブアプリケーションのファイアウォールであり、保護されたウェブアプリケーション
リソースに転送される HTTP および HTTPS リクエストのモニタリングに役立ちます。

その他のツール

• Splunk は、ログデータの監視、視覚化、分析に役立ちます。

叙事詩
Splunk を設定

タスク 説明 必要なスキル

AWS 用 Splunk アプリをインス
トールします。

1. Splunk ヘビーフォワーダーに
ログインします。デフォルト
の URL はですhttp://<IP 
address>:8000。

2. 左側のナビゲーションで、
「アプリ」の横にあるギアボ
タンを選択します。

3. [他のアプリを見る] を選択し
ます。

4. awsを検索してください。
5. AWS 用 Splunk アプリの場合

は、「インストール」を選択
します。

6. Splunk.com のログイン情報
を入力し、利用規約に同意し
て、[ログインしてインストー
ル] を選択します。

セキュリティ管理者、Splunk 管
理者
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タスク 説明 必要なスキル
7. [Done] (完了) をクリックしま

す。

AWS WAF のアドオンをインス
トールします。

前述の手順を繰り返し
て、Splunk 用 AWS ウェブア
プリケーションファイアウォー
ルアドオンをインストールしま
す。

セキュリティ管理者、Splunk 管
理者

Kinesis Data Firehose 用の 
Splunk アドオンをインストール
および設定します。

1. Kinesis Data Firehose 用の 
Splunk アドオンをインストー
ルおよび設定します。イン
ストールと設定の一環とし
て、Splunk プラットフォーム
に必要な場合は HTTP Event 
Collector をセットアップし、
ログデータをインデクサーに
送信するインフラストラク
チャを準備します。ご利用の 
Splunk のデプロイに対応する
手順を参照してください。
• Splunk クラウドデプロイメ

ント (Splunk ドキュメント)
• Splunk の分散型エンター

プライズデプロイメント
(Splunk ドキュメント)

• 単一インスタンスの Splunk 
エンタープライズデプロイ
メント (Splunk ドキュメン
ト)

重要:Splunk アドオンをイン
ストールして設定したら、
この手順を中止してくださ
い。Splunk プラットフォー
ムにデータを送信するように 
Amazon Kinesis Data Firehose 
を設定する手順に進まないで
ください。

2. HTTP イベントコレクター
トークンと HTTP エンドポイ
ントをメモしておきます。こ
の値は、後で配信ストリーム
を設定するときに必要になり
ます。

セキュリティ管理者、Splunk 管
理者

Kinesis Data Firehose 送信ストリームを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Splunk の送信先へのアクセス権
を Kinesis Data Firehose に付与
します。

Kinesis Data Firehose が Splunk 
の宛先にアクセスし、ログデー
タを S3 バケットにバックアップ

セキュリティ管理者
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タスク 説明 必要なスキル
することを許可するアクセスポ
リシーを設定します。詳細につ
いては、Kinesis Data Firehose 
に Splunk の送信先へのアクセス
権を与えるをご参照ください。

Kinesis Data Firehose 配信スト
リームを作成します。

AWS WAF のウェブ ACL を管
理しているのと同じアカウント
で、Kinesis Data Firehose でデ
リバリーストリームを作成しま
す。配信ストリームを作成する
ときは、IAM ロールが必要で
す。Kinesis Data Firehose はそ
の IAM ロールを引き受け、指定
した S3 バケットへのアクセス
権を取得します。手順について
は、「配信ストリームの作成」
を参照してください。次の点に
注意してください。

• 配信ストリーム名の先頭はに
する必要がありますaws-waf-
logs-。

• ソースには、「ダイレクト 
PUT」を選択します。

• S3 バックアップモードでは、
[Backup all events] を選択し、
既存のバケットを選択する
か、新しいバケットを作成し
ます。

• 送信先については、Kinesis 
Data Firehose ドキュメントの
「送信先として Splunk を選択
してください」の指示に従っ
てください。Splunk エンド
ポイントとエンドポイントタ
イプの値については、Splunk 
ドキュメントの「Amazon 
Kinesis Data Firehose の設
定」を参照してください。

HTTP イベントコレクターで設定
したトークンごとに、このプロ
セスを繰り返します。

セキュリティ管理者

配信ストリームをテストしま
す。

配信ストリームをテストして、
正しく構成されていること
を確認します。手順について
は、Kinesis Data Firehose ド
キュメントの「Splunk を宛先と
して使用したテスト」を参照し
てください。

セキュリティ管理者
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データを記録するようにFirewall Manager を設定

タスク 説明 必要なスキル

Firewall Manager のポリシーを設
定します。

Firewall Manager ポリシーは、ロ
ギングを有効にし、ログを正し
い Kinesis Data Firehose 配信ス
トリームに転送するように設定
する必要があります。詳細と手
順については、「AWS WAF ポ
リシーのロギングの設定」を参
照してください。

セキュリティ管理者

関連リソース
AWS リソース

• ウェブ ACL トラフィックのロギング (AWS WAF ドキュメント)
• AWS WAF ポリシーのロギングの設定 (AWS WAF ドキュメント)
• チュートリアル:Amazon Kinesis Data Firehose を使用した Splunk への VPC フローログ送信 (Amazon 

Kinesis Data Firehose ドキュメント)
• Amazon Kinesis Data Firehose を使用して VPC フローログを Splunk にプッシュする方法を教えてくだ

さい。(AWS ナレッジセンター)
• Amazon Kinesis Data Firehose を使用して Splunk へのデータ取り込みを強化 (AWS ブログ記事)

Splunk ドキュメンテーション

• Amazon Kinesis Firehose 用 Splunk アドオン

Amazon を使用して VPC 経由で Amazon S3 バ
ケットの静的コンテンツを配信する CloudFront

作成者：アンヘル・エマニュエル・ヘルナンデス・セブリアン

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテンツ配信、
セキュリティ、ID、コンプライ
アンス、サーバーレス、ウェブ
ホスティング、ネットワーク

AWS サービス: Amazon 
CloudFront; Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Lambda

概要
Amazon Web Services (AWS) でホストされている静的コンテンツを配信する場合、Amazon Simple 
Storage Service (S3) バケットをオリジンとして使用し、Amazon CloudFront を使用してコンテンツを配
信する方法が推奨されます。このソリューションには主に 2 つの利点があります。1 つ目は、静的コンテ
ンツをエッジロケーションにキャッシュする場合の利便性です。もう 1 つは、 CloudFront 配信用の Web 
アクセス制御リスト (Web ACL) を定義できることです。これにより、構成と管理上のオーバーヘッドを最
小限に抑えながら、コンテンツへのリクエストを保護できます。
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http://aws.amazon.com/blogs/big-data/power-data-ingestion-into-splunk-using-amazon-kinesis-data-firehose/
https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/About
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl.html
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前提条件と制限

ただし、標準的な推奨方法には共通のアーキテクチャ上の制限があります。環境によっては、仮想プライ
ベートクラウド (VPC) に仮想ファイアウォールアプライアンスをデプロイして、静的コンテンツを含むす
べてのコンテンツを検査する必要があります。標準的なアプローチでは、VPC 経由でトラフィックをルー
ティングして検査を行うことはありません。このパターンは、代替のアーキテクチャソリューションを提
供します。S3 CloudFront バケットの静的コンテンツの配信には引き続きディストリビューションを使用
しますが、トラフィックは Application Load Balancer を使用して VPC 経由でルーティングされます。次
に、AWS Lambda 関数が S3 バケットからコンテンツを取得して返します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 静的ウェブサイトコンテンツは S3 バケットでホストされます。

機能制限

• このパターンのリソースは単一の AWS リージョンにある必要がありますが、異なる AWS アカウント
にプロビジョニングできます。

• Lambda 関数が受信および送信できる最大リクエストサイズと応答サイズにはそれぞれ制限が適用され
ます。詳細については、「ターゲットとしての Lambda 関数の制限」(Elastic Load Balancing ドキュメ
ント) を参照してください。

• このアプローチを使用する際には、パフォーマンス、スケーラビリティ、セキュリティ、および費用対
効果のバランスをとることが重要です。Lambda はスケーラビリティが高いにもかかわらず、Lambda 
の同時呼び出し数が最大クォータを超えると、一部のリクエストが制限されます。詳細について
は、Lambda のクォータ (Lambda ドキュメント) を参照してください。Lambda を使用する際には、価
格設定も考慮する必要があります。Lambda 呼び出しを最小限に抑えるには、 CloudFront ディストリ
ビューションのキャッシュを正しく定義してください。詳細については、「キャッシュと可用性の最適
化 (CloudFront ドキュメント)」を参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• CloudFront
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• Application Load Balancer
• Lambda
• Amazon S3

ターゲットアーキテクチャ

以下の画像は、VPC 経由で S3 CloudFront バケットから静的コンテンツを提供する必要がある場合に推奨
されるアーキテクチャを示しています。

1. CloudFront クライアントはディストリビューションの URL をリクエストして、S3 バケット内の特定の
ウェブサイトファイルを取得します。

2. CloudFront リクエストを AWS WAF に送信します。AWS WAF は、 CloudFront ディストリビューショ
ンに適用されるウェブ ACL を使用してリクエストをフィルタリングします。リクエストが有効である
と判断された場合、フローは続行されます。要求が無効であると判断された場合、クライアントは 403 
エラーを受け取ります。
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Tools

3. CloudFront 内部キャッシュをチェックします。受信リクエストと一致する有効なキーがある場合、関連
する値が応答としてクライアントに送り返されます。そうでない場合、フローは継続します。

4. CloudFront 指定されたApplication Load Balancer の URL にリクエストを転送します。
5. Application Load Balancer には、Lambda 関数に基づくターゲットグループに関連付けられたリスナー

があります。Application Load Balancer は Lambda 関数を呼び出します。
6. Lambda 関数は S3GetObject バケットに接続して操作を実行し、コンテンツをレスポンスとして返し

ます。

自動化とスケーリング

この方法を使用して静的コンテンツのデプロイを自動化するには、CI/CD パイプラインを作成してウェブ
サイトをホストする Amazon S3 バケットを更新します。

Lambda 関数は、サービスの割り当てと制限の範囲内で、同時リクエストを処理するように自動的にス
ケーリングします。詳細については、「Lambda 関数のスケーリングと Lambda クォータ (Lambda ドキュ
メント)」を参照してください。Application Load Balancer など、他の AWS CloudFront のサービスと機能
については、AWS がこれらを自動的にスケーリングします。

Tools
• Amazon は、世界中のデータセンターのネットワークを通じてウェブコンテンツを配信することで、 

CloudFrontウェブコンテンツの配信を高速化します。これにより、レイテンシーが短縮され、パフォー
マンスが向上します。

• Elastic Load Balancing (ELB) は、受信するアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数の
ターゲットに分散します。このパターンでは、Elastic Load Balancing によってプロビジョニングされた
Application Load Balancer を使用して、トラフィックを Lambda 関数に転送します。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケールされるため、課金は
実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで
あり、任意の量のデータを保存、保護、および取得するのに役立ちます。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリッ
トがあります。

エピック
VPC 経由で Amazon S3 CloudFront の静的コンテンツを提供するために使用しま
す。

タスク 説明 必要なスキル

VPC を作成します。 Application Load Balancer や 
Lambda 関数など、このパターン
でデプロイされたリソースをホ
ストするための VPC を作成しま
す。 手順については、「VPC を
作成する (Amazon VPC ドキュメ
ント)」を参照してください。

クラウドアーキテクト
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https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invocation-scaling.html
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

AWS WAF Web ACL を作成する AWS WAF Web ACL を作成する 
このパターンの後で、このウェ
ブ ACL CloudFront をディスト
リビューションに適用します。
手順については、「ウェブ ACL 
の作成 (AWS WAF ドキュメン
ト)」を参照してください。

クラウドアーキテクト

Lambda 関数を作成する S3 バケットでホストされてい
る静的コンテンツをウェブサイ
トとして提供する Lambda 関数
を作成します。このパターンの
追加情報セクションに記載され
ているコードを使用してくださ
い (p. 422)。ターゲット S3 バ
ケットを識別するようにコード
をカスタマイズします。

一般的な AWS

Lambda 関数をアップロードしま
す。

次のコマンドを入力し
て、Lambda 関数コードを 
Lambda の.zip ファイルアーカイ
ブにアップロードします。

aws lambda update-function-
code \
--function-name  \  
--zip-file fileb://lambda-
alb-s3-website.zip

一般的な AWS

Application Load Balancer を作成
する

Lambda 関数を指すインターネッ
ト向けApplication Load Balancer 
を作成します。手順について
は、「Lambda 関数のターゲッ
トグループの作成」(Elastic Load 
Balancing ドキュメント) を参
照してください。高可用性構
成の場合は、Application Load 
Balancer を作成し、それをさま
ざまなアベイラビリティーゾー
ンのプライベートサブネットに
アタッチします。

クラウドアーキテクト
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https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/lambda-functions.html#register-lambda-function
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/lambda-functions.html#register-lambda-function
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

CloudFront ディストリビュー
ションを作成します。

作成したApplication Load 
Balancer CloudFront を指すディ
ストリビューションを作成しま
す。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
した後、 CloudFront 
コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudfront/v3/home) を開きま
す。

2. [Create Distribution] を選択し
ます。

3. [Create Distribution Wizard 
(ディストリビューションの
作成ウィザード)] の最初の
ページで、[Web (ウェブ)] セ
クションの [Get Started (今す
ぐ始める)] を選択します。

4. ディストリビューションの設
定項目を指定します。詳細に
ついては、ディストリビュー
ションを作成または更新する
ときに指定する値を参照して
ください。次の点に注意して
ください。
a. Application Load Balancer 

をオリジンとして設定しま
す。

b. ディストリビューション設
定で、AWS WAF を通じて
適用する既存のウェブ ACL 
を選択します。詳細につい
ては、AWS WAF Web ACL
を参照してください。

5. 変更を保存します。
6. CloudFront ディストリビュー

ションを作成すると、ディス
トリビューションの Status
列の値が Deployed に変わり
ます。InProgressディストリ
ビューションを有効にするよ
うに選択した場合、ステータ
スが [Deployed (デプロイ済
み)] に切り替わると、リクエ
ストを処理する準備ができて
います。

クラウドアーキテクト
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https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home
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関連リソース

関連リソース
AWS ドキュメント

• キャッシュと可用性の最適化 (CloudFront ドキュメンテーション)
• ターゲットとしての Lambda 関数 (Elastic Load Balancing ドキュメント)
• Lambda クォータ (Lambda ドキュメント)

AWS サービスウェブサイト

• Application Load Balancer
• Lambda
• CloudFront
• Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS WAF
• Amazon VPC

追加情報
Code

次の Lambda 関数の例は Node.js で記述されます。この Lambda 関数は、ウェブサイトリソースを含む 
S3GetObject バケットに対して操作を実行するウェブサーバーとして機能します。

/** 

 * This is an AWS Lambda function created for demonstration purposes. 

 * It retrieves static assets from a defined Amazon S3 bucket. 

 * To make the content available through a URL, use an Application Load Balancer with a 
 Lambda integration. 
 *  
 * Set the S3_BUCKET environment variable in the Lambda function definition. 
 */

var AWS = require('aws-sdk');

exports.handler = function(event, context, callback) { 

    var bucket = process.env.S3_BUCKET;     
    var key = event.path.replace('/', ''); 
     
    if (key == '') { 
        key = 'index.html'; 
    } 

    // Fetch from S3 
    var s3 = new AWS.S3(); 
    return s3.getObject({Bucket: bucket, Key: key}, 
       function(err, data) { 

            if (err) { 
                return err; 
            } 

            var isBase64Encoded = false; 
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その他のパターン

            var encoding = 'utf8'; 
             
            if (data.ContentType.indexOf('image/') > -1) { 
                isBase64Encoded = true; 
                encoding = 'base64' 
            } 
     
            var resp = { 
                statusCode: 200, 
                headers: { 
                    'Content-Type': data.ContentType, 
                }, 
                body: new Buffer(data.Body).toString(encoding), 
                isBase64Encoded: isBase64Encoded 
            }; 

            callback(null, resp); 
        } 
    );
};

その他のパターン
• Amazon CloudFront ディストリビューションでアクセスログ、HTTPS、TLS バージョンを確認す

る (p. 2426)
• gRPC ベースのアプリケーションを Amazon EKS クラスターにデプロイし、Application Load Balancer 

を使用してアクセスする (p. 300)
• Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティ自動化をデプロイする (p. 2457)
• 属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を使用してパブリックサブネットを保護します (p. 2505)
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AWS Glue ジョブの詳細なコストと使用状況レポートの作成

コスト管理
トピック

• AWS コストエクスプローラーを使用して AWS Glue ジョブの詳細なコストおよび使用状況レポートを
作成する (p. 424)

• AWS コストエクスプローラーを使用して Amazon EMR クラスターの詳細なコストと使用状況レポー
トを作成する (p. 427)

• その他のパターン (p. 430)

AWS コストエクスプローラーを使用して AWS 
Glue ジョブの詳細なコストおよび使用状況レポー
トを作成する

パリジャット・バイド（AWS）とアロマル・ラージ・ジャヤラジャン（AWS）によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:コスト管理、分析 AWS サービス:AWS Billing and 
Cost Management、AWS Glue

概要
このパターンは、ユーザー定義のコスト配分タグを設定して AWS Glue データ統合ジョブの使用コスト
を追跡する方法を示しています。これらのタグを使用して、複数のディメンションにわたるジョブの詳細
なコストおよび使用状況レポートを AWS Cost Explorer で作成できます。たとえば、チーム、プロジェク
ト、またはコストセンターレベルで使用コストを追跡できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• ユーザー定義タグが有効になっている 1 つ以上の AWS Glue ジョブ

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Glue
• AWS Cost Explorer
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次の図は、タグを適用して AWS Glue ジョブの使用コストを追跡する方法を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. データエンジニアまたは AWS 管理者が、AWS Glue ジョブ用にユーザー定義のコスト配分タグを作成
します。

2. AWS 管理者がタグを有効にします。
3. タグはメタデータを AWS Cost Explorer に報告します。

Tools
• AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスである。これにより、データス

トアとデータストリーム間でのデータの分類、クリーニング、エンリッチ化、移動を確実に行うことが
できます。

• AWS Cost Explorer は、AWS のコストと使用状況を表示および分析するために役立ちます。

叙事詩
AWS Glue ジョブのタグを作成してアクティブ化する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Glue ジョブ用にユーザー定
義のコスト配分タグを作成しま
す。

既存の AWS Glue ジョブにタグ
を追加するには

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS Glue 
コンソール (AWS Glue コン
ソール) を開きます。

2. 左側のナビゲーションペイン
の [ETL] で、[Jobs] を選択し
ます。

3. 「Your jobs」セクションで、
タグ付けするジョブの名前を
選択します。

4. [Job details] (ジョブの詳細) タ
ブを選択します。次に、「詳
細プロパティ」セクションを
展開します。

5. [タグ] で、[新しいタグを追加] 
を選択します。

6. [Key] (キー) に、タグの名前を
入力します。

7. (オプション) Value には、
キーに関連付ける値を入力し
ます。

8. (オプション) ジョブ用に作成
するタグごとに手順 5 ～ 7 を
繰り返します。

データエンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
9. [Save] (保存) を選択します。

新しい AWS Glue ジョブにタグ
を追加するには

1. ユースケースの要件に基づい
て新しい AWS Glue ジョブ
を作成します。手順について
は、AWS Glue 開発者ガイド
の「AWS Glue コンソールで
のジョブの操作」を参照して
ください。

2. Job の詳細設定を行うとき
は、このタスクの「既存の 
AWS Glue ジョブにタグを追
加するには」セクションのス
テップ 4 ～ 9 に従います。

注:詳細については、AWS Glue 
開発者ガイドの「AWS Glue の 
AWS Glue タグ」を参照してくだ
さい。

ユーザー定義のコスト配分タグ
を有効にします。

AWS Billing ユーザーガイド
の「ユーザー定義のコスト配分
タグの有効化」の指示に従って
ください。

AWS 管理者

AWS Glue ジョブのコストと使用状況レポートを作成する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Cost Explorer のタグフィ
ルターを使用して、AWS Glue 
ジョブのコストおよび使用状況
レポートを作成します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインして AWS マネ
ジメントコンソールにサイン
インし、AWS コストマネジメ
ントコンソールを開きます。

2. 左のナビゲーションペインの 
[レポート] を選択します。

3. [新しいレポートを作成] を選
択します。

4. [レポートタイプを選択] で、
[コストと使用量 (推奨)] を選
択します。次に、[レポートの
作成] を選択します。

5. [フィルター] で [サービス] を
選択します。「サービス」
ドロップダウンが表示されま
す。

6. Glue の横にあるチェックボッ
クスを選択します。次に、

一般的な AWS、AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon EMR クラスターの詳細な
コストと使用状況レポートの作成

タスク 説明 必要なスキル
[フィルターを適用] を選択し
ます。

7. [フィルター] で [タグ] を選択
します。「タグ」 ドロップダ
ウンが表示されます。

8. 「チーム」を選択します。次
に、タグを割り当てたチーム
の横にあるチェックボックス
を選択します。タグを割り当
てていないチームを除外しま
す。次に、[フィルターを適用] 
を選択します。

9. グラフの上部にある [タグ] を
選択します。次に、レポート
を作成する AWS Glue ジョブ
のタグを選択します。

10.グラフの上部にある [過去 3 か
月] ドロップダウンを選択し、
レポートの対象とする期間を
選択します。Monthly レポー
トの明細項目を 1 か月ごとに
集計する場合に選択します。

11.[名前を付けて保存] を選択し
ます。次に、レポートのタイ
トルを入力します。

12.[レポートを保存] を選択しま
す。

詳細については、AWS コスト
管理ユーザーガイドの「Cost 
Explorer を使用してデータを探
索する」を参照してください。

AWS コストエクスプローラーを使用して Amazon 
EMR クラスターの詳細なコストと使用状況レポー
トを作成する

パリジャット・バイド（AWS）とアロマル・ラージ・ジャヤラジャン（AWS）によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:コスト管理、分
析、ビッグデータ

AWS サービス:AWS Billing and 
Cost Management、Amazon 
EMR
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

概要
このパターンは、ユーザー定義のコスト配分タグを設定して Amazon EMR クラスターの使用コストを追
跡する方法を示しています。これらのタグを使用して、複数のディメンションにまたがるクラスターの詳
細なコストおよび使用状況レポートを AWS Cost Explorer で作成できます。たとえば、チーム、プロジェ
クト、またはコストセンターレベルで使用コストを追跡できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• ユーザー定義タグが有効になっている 1 つ以上の EMR クラスター

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EMR
• AWS Cost Explorer

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、タグを適用して特定の Amazon EMR クラスターの使用コストを管理する方法を示していま
す。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. データエンジニアまたは AWS 管理者は、Amazon EMR クラスター用のユーザー定義のコスト配分タグ
を作成します。

2. AWS 管理者がタグを有効にします。
3. タグはメタデータを AWS Cost Explorer に報告します。

Tools
Tools

• Amazon EMR は、マネージドクラスタープラットフォームです。
• AWS Cost Cost Explorer は、AWS のコストと使用状況を表示および分析する場合に選択します。

叙事詩
Amazon EMR クラスターのタグを作成して有効化する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EMR クラスター用に
ユーザー定義のコスト配分タグ
を作成します。

既存の Amazon EMR クラスター
にタグを追加するには

データエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
Amazon EMR 管理ガイドの「既
存のクラスターにタグを追加す
る」の指示に従います。

新しい Amazon EMR クラスター
にタグを追加するには

Amazon EMR 管理ガイドの「新
しいクラスターにタグを追加す
る」の指示に従います。

Amazon EMR クラスターの設定
方法の詳細については、Amazon 
EMR 管理ガイドの「クラスター
の計画と設定」を参照してくだ
さい。

ユーザー定義のコスト配分タグ
を有効にします。

AWS Billing ユーザーガイド
の「ユーザー定義のコスト配分
タグの有効化」の指示に従って
ください。

AWS 管理者

Amazon EMR クラスターのコストと使用状況レポートを作成する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Cost Explorer のタグフィル
ターを使用して、Amazon EMR 
クラスターのコストおよび使用
状況レポートを作成します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインして AWS コス
トマネジメントコンソールを
開きます。

2. 左のナビゲーションペインの 
[レポート] を選択します。

3. [新しいレポートを作成] を選
択します。

4. [レポートタイプを選択] で、
[コストと使用量 (推奨)] を選
択します。次に、[レポートの
作成] を選択します。

5. [フィルター] で [サービス] を
選択します。「サービス」
ドロップダウンが表示されま
す。

6. EMR (エラスティック 
MapReduce) と EC2 インス
タンス (エラスティックコ
ンピュートクラウド — コン
ピュート) の横にあるチェッ
クボックスを選択します。次
に、[フィルターを適用] を選
択します。

7. [フィルター] で [タグ] を選択
します。「タグ」 ドロップダ
ウンが表示されます。

一般的な AWS、AWS 管理者
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その他のパターン

タスク 説明 必要なスキル
8. 「チーム」を選択します。次

に、タグを割り当てたチーム
の横にあるチェックボックス
を選択します。タグを割り当
てていないチームを除外しま
す。次に、[フィルターを適用] 
を選択します。

9. グラフの上部にある [タグ] を
選択します。次に、レポート
を作成する Amazon EMR クラ
スターのタグを選択します。

10.グラフの上部にある [過去 3 か
月] ドロップダウンを選択し、
レポートの対象とする期間を
選択します。次に、Monthly 
レポートの明細項目を 1 か月
ごとに集計する場合に選択し
ます。

11.[名前を付けて保存] を選択し
ます。次に、レポートのタイ
トルを入力します。

12.[レポートを保存] を選択しま
す。

詳細については、AWS コスト
管理ユーザーガイドの「Cost 
Explorer を使用してデータを探
索する」を参照してください。

その他のパターン
• aws-nuke を使用して AWS リソースの削除を自動化する (p. 1156)
• AWS を使用して AppStream 2.0 リソースの作成を自動化 CloudFormation (p. 918)
• DynamoDB TTL を使用して Amazon S3 に項目を自動的にアーカイブする (p. 2033)
• AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して Amazon RDS DB インスタンスを自動的に

停止および起動する (p. 1169)
• Amazon RDS と Amazon Aurora の詳細なコストおよび使用状況レポートを作成 (p. 519)
• AWS Config および AWS Systems Manager を使用して、使用されていない Elastic Block Store 

(Amazon EBS) ボリュームを、AWS Config および AWS システムマネージャーを使用して削除しま
す。 (p. 2453)

• コンテナイメージで Lambda 関数をデプロイする (p. 280)
• Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストの見積もり (p. 550)
• オンデマンドキャパシティの DynamoDB テーブルのコストを見積もる (p. 543)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Data Exchange から Amazon 
S3 へのデータ取り込みを自動化

データレイク管理者
トピック

• AWS Data Exchange から Amazon S3 へのデータ取り込みを自動化 (p. 431)
• AWS DataOps 開発キットを使用して Google アナリティクスのデータを取り込み、変換、分析するた

めのデータパイプラインを構築する (p. 434)
• Amazon Athena を使用して共有 AWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセスを設定す

る (p. 440)
• インフラストラクチャをコードとして使用して、サーバーレスデータレイクを AWS クラウドにデプ

ロイして管理します。 (p. 449)
• AWS IoT Greengrass を使用して、コスト効率の高い方法で IoT データを Amazon S3 に直接取り込み

ます (p. 453)
• WanDisco LiveData マイグレーターを使用して Hadoop データを Amazon S3 に移行する (p. 463)
• その他のパターン (p. 469)

AWS Data Exchange から Amazon S3 へのデータ
取り込みを自動化

作成者:アドナン・アルビー (AWS)

テクノロジー: 分析; データレイ
ク

環境: 本番稼働用 AWS サービス: Amazon S3; 
Amazon CloudWatch; AWS 
Lambda; Amazon SNS

概要
このパターンにより、AWS Data Exchange から Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のデータ
レイクに自動的にデータを取り込むことができる AWS CloudFormation テンプレートが提供されます。 

AWS Data Exchange は、AWS クラウドでファイルベースのデータセットを簡単にセキュアな方法で交
換できるようにするサービスです。AWS Data Exchange のデータセットはサブスクリプションベースで
す。サブスクライバーは、プロバイダーが新しいデータを公開したときにデータセットのリビジョンにア
クセスすることもできます。 

AWS CloudFormation テンプレートは、Amazon CloudWatch Events Events Events と AWS Lambda 
関数を作成します。イベントは、登録したデータセットの更新を監視します。更新があると、Lambda 
CloudWatch 関数を開始し、指定した S3 バケットにデータをコピーします。データが正常にコピーされる
と、Lambda から Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知が送信されます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Data Exchange のデータセットへのサブスクリプション
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

機能制限

• AWS CloudFormation テンプレートは、AWS Data Exchange に登録されているデータセットごとに個別
にデプロイする必要があります。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Lambda
• Amazon S3
• AWS Data Exchange
• アマゾン CloudWatch
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

データレイクに取り込むデータセットには、AWS CloudFormation テンプレートを複数回使用できます。

Tools
• AWS Data Exchange — AWS のお客様が AWS クラウドでファイルベースのデータセットを簡単にセ

キュアな方法で交換できるようにするサービスです。サブスクライバーは、認定されたデータプロバイ
ダーからの何百もの製品を検索してサブスクライブすることができます。サブスクライブしたら、デー
タセットをすばやくダウンロードするか、Amazon S3 にコピーして、さまざまな AWS 分析および機械
学習サービスで使用できます。AWS アカウントを持っている人は誰でも AWS Data Exchange のサブス
クライバーになることができます。

• AWS Lambda — サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピュー
ティングサービスです。AWS Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエスト
から 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケーリングします。課金は実際に消費したコンピュー
ティング時間に対してのみ発生しますコードが実行されていない場合、料金は発生しません。AWS 
Lambda を使用すれば、実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスでも、管理
を必要とせずに実行できます。AWS Lambda は可用性の高いコンピューティングインフラストラクチャ
でコードを実行し、コンピューティングリソースをすべて管理します。これにはサーバーおよびオペ
レーティングシステムのメンテナンス、容量のプロビジョニングおよび自動スケーリング、コードのモ
ニタリングおよびログ記録などが含まれます。

• Amazon S3 — インターネット用のストレージ。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、い
つでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。

• Amazon CloudWatch Events — AWS リソースの変更を示すシステムイベントのストリームをほぼリア
ルタイムに配信します。すぐに設定できる簡単なルールを使用して、ルールに一致したイベントを 1 つ
以上のターゲット関数またはストリームに振り分けることができます。 CloudWatch オペレーションの
変更が発生すると、オペレーションの変更が認識されます。オペレーションの変更に応答し、必要に応
じて、応答メッセージを環境に送り、機能をアクティブ化し、変更を行い、状態情報を収集することに
よって、修正アクションを実行します。 CloudWatch Events を使用して、cron や rate 式により特定の
時間に自己トリガーする自動アクションをスケジュールすることもできます。

• Amazon SNS — アプリケーション、エンドユーザー、およびデバイスでクラウドからすぐに通知を送
受信できるようにするウェブサービスです。Amazon SNS は、 many-to-many 高スループットのプッ
シュベースのメッセージング用のトピック (通信チャネル) を提供します。Amazon SNS トピックを使
用すると、パブリッシャーは Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー、AWS Lambda 関
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

数、HTTP/S ウェブフックなどの多数のサブスクライバーにメッセージを配信してparallel 処理を行うこ
とができます。Amazon SNS を使用して、モバイルプッシュ、SMS、および E メールを使用してエン
ドユーザーに通知を送信することもできます。

エピック
データセットの購読

タスク 説明 必要なスキル

データセットの購読。 AWS Data Exchange コンソール
で、データセットをサブスクラ
イブします。手順については、
「関連リソース」セクションの
リンクを参照してください。

一般的な AWS

データセットの属性をメモして
おきます。

データセットの AWS リージョ
ン、ID、リビジョン ID をメモ
しておきます。これは、次のス
テップで AWS CloudFormation 
テンプレートに必要になりま
す。

一般的な AWS

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットとフォルダを作成し
ます。

Amazon S3 にすでにデータレ
イクがある場合は、AWS Data 
Exchange から取り込むデータ
を保存するフォルダを作成し
ます。テスト目的でテンプレー
トをデプロイする場合は、新し
い S3 バケットを作成し、次の
ステップのためにバケット名と
フォルダープレフィックスを書
き留めておきます。

一般的な AWS

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

このパターンの添付ファイル
として提供されている AWS 
CloudFormation テンプレートを
デプロイします。AWS アカウン
ト、データセット、S3 バケット
設定に対応するように以下のパ
ラメータを設定します。データ
セット AWS リージョン、デー
タセット ID、リビジョン ID、S3 
バケット名 (DOC-EXAMPLE-
BUCKET など)、フォルダプレ
フィックス (myfolder/ など)、
および SNS 通知用の電子メー
ル。データセット名パラメー
ターは任意の名前に設定できま
す。テンプレートをデプロイす

一般的な AWS
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ると、Lambda 関数が実行され、
データセット内の最初のデータ
セットが自動的に取り込まれ
ます。その後、新しいデータが
データセットに到着すると、自
動的に取り込みが行われます。

関連リソース
• AWS Data Exchange のデータ製品の購読 (AWS Data Exchange ドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS DataOps 開発キットを使用して Google アナ
リティクスのデータを取り込み、変換、分析するた
めのデータパイプラインを構築する

アントン・ククシュキン (AWS) とルディ・プイグ (AWS) によって作成されました

コードリポジトリ:

• AWS DDK の例-アマゾ
ン AppFlow、Amazon 
Athena、AWS DataOps 開発
キットによる Google アナリ
ティクスのデータの分析

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:データレイク、 
DevOps分析、インフラストラク
チャ

ワークロード:オープンソース AWS サービス: AppFlowアマ
ゾン、Amazon Athena、AWS 
CDK、AWS Lambda、Amazon 
S3

概要
このパターンでは、AWS DataOps 開発キット (DDK) やその他の AWS サービスを使用して Google アナ
リティクスのデータを取り込み、変換、分析するためのデータパイプラインを構築する方法について説明
します。AWS DDK は、AWS でデータワークフローと最新のデータアーキテクチャを構築するのに役立つ
オープンソースの開発フレームワークです。AWS DDK の主な目的の 1 つは、パイプラインのオーケスト
レーション、インフラストラクチャの構築、その基盤となるインフラストラクチャの作成など、労働集約
的なデータパイプラインのタスクに通常費やされる時間と労力を節約することです。 DevOps これらの労
働集約的なタスクを AWS DDK に任せることで、コードの作成やその他の価値の高いアクティビティに集
中できます。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Google アナリティクス用の Amazon AppFlow コネクタ、設定済み
• Python と pip (Python のパッケージマネージャー)
• Git、インストールおよび設定
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) がインストールされている

製品バージョン

• Python 3.7 以降
• ピップ 9.0.3 以降

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• アマゾン AppFlow
• Amazon Athena
• アマゾン CloudWatch
• アマゾン EventBridge
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• AWS DataOps 開発キット (DDK)
• AWS Lambda

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Google アナリティクスのデータを取り込み、変換し、分析するイベント主導型のプロセスを示
しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Amazon CloudWatch のスケジュールされたイベントルールは Amazon を呼び出します AppFlow。
2. Amazon AppFlow は Google アナリティクスのデータを S3 バケットに取り込みます。
3. データが S3 バケットに取り込まれると、 EventBridge イベント通知が生成され、 CloudWatch イベン

トルールによってキャプチャされ、Amazon SQS キューに入れられます。
4. Lambda 関数は Amazon SQS キューからイベントを取得し、それぞれの S3 オブジェクトを読み取り、

オブジェクトを Apache Parquet 形式に変換し、変換されたオブジェクトを S3 バケットに書き込ん
で、AWS Glue データカタログテーブル定義を作成または更新します。

5. Athena クエリがテーブルに対して実行されます。

Tools
AWS ツール
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• Amazon AppFlow はサービスとしてのソフトウェア（SaaS）アプリケーション間で安全にデータを交換
できるフルマネージド型の統合サービスです。

• Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータを直接、分析できる
ようになります。

• Amazon CloudWatch は、AWS で実行されている AWS リソースやアプリケーションのメトリックスを
リアルタイムにモニタリングします。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのリアルタイムデータに接続する
ために役立つサーバーレスイベントバスサービスです。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先を使用
する HTTP 呼び出しエンドポイント、他の AWS アカウントのイベントバスなどです。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで
す。

• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、分散されたソフトウェアシステムとコンポーネント
を統合および疎結合化できる、安全性、耐久性、可用性に優れたホストされたキューを提供します。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できるコンピューティ
ングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングするため、課金は実際に消
費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• AWS Cloud Development Kit (CDK) は、AWS を通じてクラウドインフラストラクチャを定義し、AWS 
CloudFormation を通じてプロビジョニングするためのフレームワークです。

• AWS DataOps Development Kit (DDK) は、AWS でデータワークフローと最新のデータアーキテクチャ
を構築するのに役立つオープンソースの開発フレームワークです。

Code

このパターンのコードは、 GitHub AWS DataOps 開発キット (DDK) と Amazon、Amazon Athena 
AppFlow、および AWS DataOps 開発キットリポジトリによる Google アナリティクスのデータ分析で入
手できます。

叙事詩
AWS DDK CLI をインストールする

タスク 説明 必要なスキル

AWS DDK CLI をインストールし
ます。

AWS DDK CLI をインストー
ルするには、pip install 
aws_ddkコマンドを実行しま
す。

DevOps エンジニア

環境を準備する

タスク 説明 必要なスキル

ソースコードのクローンを作成
します。

ソースコードを複製するには、
以下のコマンドを実行します。

git clone https://
github.com/aws-samples/aws-
ddk-examples.git

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

仮想環境を作成します。 ソースコードディレクトリに移
動し、次のコマンドを実行して
仮想環境を作成します。

cd appflow_athena && python3 
 -m venv .venv

DevOps エンジニア

依存ファイルをインストールし
ます。

仮想環境を有効にし、依存ファ
イルをインストールするには、
次のコマンドを実行します。

source .venv/bin/activate 
 && pip install -r 
 requirements.txt

DevOps エンジニア

データパイプラインを使用するアプリケーションをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

環境設定を更新します。 DDK Core は、データワークフ
ローとアーキテクチャを構築す
るために使用できる AWS CDK 
コンストラクトのライブラリで
す。DDK Coreddk.json を使用
してファイルを変更することに
より、要件に基づいて環境を構
成できます。

1. appflow_athenaddk.jsonディ
レクトリでファイルを開きま
す。

2. accountプレースホルダーの
値を AWS アカウント ID に置
き換え、regionプレースホル
ダーの値を AWS リージョン
に置き換えます。例:

{ 
    "environments": { 
        "dev": { 
            "account": 
 "222222222222", 
            "region": "us-
east-1", 
            "resources": { 
                "bucket": 
 {"versioned": false, 
 "removal_policy": 
 "destroy"}, 
                "lambda-
stage-function": 
 {"memory_size": 512, 
 "timeout":  60} 

DevOps エンジニア
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
            } 
        } 
    }
}

環境をブートストラップしま
す。

1. AWS CLI が AWS アカウント
の有効な認証情報で設定され
ていることを確認します。詳
細については、AWS CLI ド
キュメントの「AWS CLI の名
前付きプロファイル」を参照
してください。

2. ddk bootstrap コマンドを
実行します。

DevOps エンジニア

データをデプロイします。 データパイプラインをデプロイ
するには、ddk deployコマン
ドを実行します。

DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題 解決策

AWS::AppFlow::Flowリソースの作成中に
デプロイは失敗し、次のエラーが表示されま
す。Connector Profile with name ga-
connection does not exist

Google アナリティクス用の Amazon AppFlow コ
ネクタを作成し、名前を付けたことを確認しま
すga-connection。

手順については、Amazon AppFlow ドキュメント
の Google アナリティクスを参照してください。

関連リソース
• AWS DataOps 開発キット (DDK) (GitHub)
• AWS DDK の例 (GitHub)

追加情報
AWS DDK データパイプラインは 1 つまたは複数のステージで構成されています。次のコード
例では、AppFlowIngestionStageを使用して Google アナリティクスからデータを取り込
み、SqsToLambdaStageAthenaSQLStageデータ変換を処理し、Athena クエリを実行します。

最初に、次のコード例に示すように、データ変換と取り込みの段階を作成します。

        appflow_stage = AppFlowIngestionStage( 
            self, 
            id="appflow-stage", 
            environment_id=environment_id, 
            flow_name=flow.flow_name, 
        ) 
        sqs_lambda_stage = SqsToLambdaStage( 
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            self, 
            id="lambda-stage", 
            environment_id=environment_id, 
            code=Code.from_asset("./ddk_app/lambda_handlers"), 
            handler="handler.lambda_handler", 
            layers=[ 
                LayerVersion.from_layer_version_arn( 
                    self, 
                    id="layer", 
                    layer_version_arn=f"arn:aws:lambda:
{self.region}:336392948345:layer:AWSDataWrangler-Python39:1", 
                ) 
            ], 
        ) 
        # Grant lambda function S3 read & write permissions 
        bucket.grant_read_write(sqs_lambda_stage.function) 
        # Grant Glue database & table permissions 
        sqs_lambda_stage.function.add_to_role_policy( 
            self._get_glue_db_iam_policy(database_name=database.database_name) 
        ) 
        athena_stage = AthenaSQLStage( 
            self, 
            id="athena-sql", 
            environment_id=environment_id, 
            query_string=( 
                "SELECT year, month, day, device, count(user_count) as cnt " 
                f"FROM {database.database_name}.ga_sample " 
                "GROUP BY year, month, day, device " 
                "ORDER BY cnt DESC " 
                "LIMIT 10; " 
            ), 
            output_bucket_name=bucket.bucket_name, 
            output_object_key="query-results/", 
            additional_role_policy_statements=[ 
                self._get_glue_db_iam_policy(database_name=database.database_name) 
            ], 
        )

次に、次のコード例に示すように、DataPipeline EventBridge この構成を使用してルールを使用してス
テージを「接続」します。

        ( 
            DataPipeline(self, id="ingestion-pipeline") 
            .add_stage( 
                appflow_stage, 
                override_rule=Rule( 
                    self, 
                    "schedule-rule", 
                    schedule=Schedule.rate(Duration.hours(1)), 
                    targets=appflow_stage.get_targets(), 
                ), 
            ) 
            .add_stage( 
                sqs_lambda_stage, 
                # By default, AppFlowIngestionStage stage emits an event after the flow run 
 finishes successfully 
                # Override rule below changes that behavior to call the stage when data 
 lands in the bucket instead 
                override_rule=Rule( 
                    self, 
                    "s3-object-created-rule", 
                    event_pattern=EventPattern( 
                        source=["aws.s3"], 
                        detail={ 

439



AWS 規範的ガイダンス パターン
Athena を使用して、共有された AWS Glue: カタ

ログへのクロスアカウントアクセスを設定します。

                            "bucket": {"name": [bucket.bucket_name]}, 
                            "object": {"key": [{"prefix": "ga-data"}]}, 
                        }, 
                        detail_type=["Object Created"], 
                    ), 
                    targets=sqs_lambda_stage.get_targets(), 
                ), 
            ) 
            .add_stage(athena_stage) 
        )

その他のコード例については、「Amazon、Amazon Athena AppFlow、および AWS DataOps 開発キット
リポジトリによる Google アナリティクスのデータの分析」を参照してください。 GitHub

Amazon Athena を使用して共有 AWS Glue データ
カタログへのクロスアカウントアクセスを設定する

デニス・アヴドニン (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:データレイク、分
析、ビッグデータ

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:Amazon 
Athena、AWS Glue

概要
このパターンでは、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーサンプルを含め、AWS Glue:: 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) step-by-step バケットに保存されたデータセットのクロスア
カウント共有をセットアップする方法を説明します。このデータセットは S3 バケットに保存できます。
このメタデータは AWS Glue クローラによって収集され、AWS Glue: AWS Glue:: AWS: AWS Glue:: AWS 
Glue: カタログに格納されます。S3 バケットと AWS Glue データカタログは、データアカウントと呼ばれ
る AWS アカウントにあります。コンシューマーアカウントと呼ばれる別の AWS アカウントの IAM プリ
ンシパルへのアクセスを提供できます。ユーザーは Amazon Athena サーバーレスクエリエンジンを使用
して、コンシューマーアカウントのデータをクエリできます。

前提条件と制限
前提条件

• 2 つのアクティブな AWS アカウント
• いずれかの AWS アカウントの S3 バケット
• Athena エンジンバージョン 2
• インストールおよび設定された AWS Command Line Interface (AWS CLI) (または AWS CloudShell CLI 

コマンドを実行する場合は AWS)

製品バージョン

このパターンは Athena エンジンバージョン 2 と Athena エンジンバージョン 3 でのみ機能しま
す。Athena エンジンバージョン 3 にアップグレードすることをお勧めします。Athena エンジンバージョ
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ン 1 から Athena エンジンバージョン 3 にアップグレードできない場合は、AWS ビッグデータブログの
Amazon Athena によるクロスアカウントの AWS Glue データカタログアクセスからのアプローチに従って
ください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Athena
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Glue
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Key Management Service (AWS KMS)

次の図は、IAM 権限を使用して、AWS GAWS Glue データカタログを通じて、ある AWS アカウント 
(データアカウント) の S3 バケット内のデータを別の AWS アカウント (コンシューマーアカウント) と共
有するアーキテクチャを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. データアカウントの S3 バケットポリシーは、コンシューマーアカウントの IAM ロールとデータアカウ
ントの AWS Glue クローラーサービスロールにアクセス権限を付与します。

2. データアカウントの AWS KMS キーポリシーは、コンシューマーアカウントの IAM ロールとデータア
カウントの AWS Glue クローラーサービスロールにアクセス権限を付与します。

3. データアカウントの AWS Glue クローラーは、S3 バケットに保存されているデータのスキーマを検出
します。

4. データアカウントの AWS Glue Data Catalog のリソースポリシーは、コンシューマーアカウントの IAM 
ロールへのアクセスを許可します。

5. ユーザーは AWS CLI コマンドを使用して、コンシューマーアカウントに名前付きカタログリファレン
スを作成します。

6. IAM ポリシーは、コンシューマーアカウントの IAM ロールにデータアカウント内のリソースへのアクセ
スを許可します。IAM ロールの信頼ポリシーでは、コンシューマーアカウントの IAM ユーザーが IAM 
を作成できるようになります。

7. コンシューマーアカウントのユーザーは IAM ロールを引き継ぎ、SQL クエリを使用してデータカタロ
グ内のオブジェクトにアクセスします。

8. Athena サーバーレスエンジンは SQL クエリを実行します。

注:IAM ユーザーやコンシューマーアカウントのすべてのプリンシパルに直接アクセス権を付与することも
できますが、IAM のベストプラクティスでは、IAM ロールにアクセス権限を付与し、IAM ユーザーがその
ロールを引き継ぐか、認証フェデレーションを使用することを推奨しています。

Tools
• Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータを標準 SQL を使用し

て直接、分析できるようになります。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービス

で、任意の量のデータを保存、保護、取得するために役立ちます。
• AWS Glue はフルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストア

とデータストリーム間でのデータの分類、クリーニング、エンリッチ化、移動を確実に行うことができ
ます。
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• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するために
役立ちます。

• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、暗号化キーを作成および管理し、データを保護するた
めに役立ちます。

叙事詩
データアカウントに権限を設定する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケット内のデータへのアク
セスを許可する。

次のテンプレートに基づいて
S3 バケットポリシーを作成し、
そのポリシーをデータが保存さ
れているバケットに割り当てま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                     
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:role/<role 
 name>", 
                     
 "arn:aws:iam::<data account 
 id>:role/service-role/
AWSGlueServiceRole-data-
bucket-crawler" 
                ] 
            }, 
            "Action": 
 "s3:GetObject", 
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket/
*" 
        }, 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                      
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:role/<role 
 name>", 
                      
 "arn:aws:iam::<data account 
 id>:role/service-role/
AWSGlueServiceRole-data-
bucket-crawler" 
                ] 
            }, 
            "Action": 
 "s3:ListBucket", 

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket" 
        } 
    ]
}

バケットポリシーは、コン
シューマーアカウントの IAM 
ロールとデータアカウントの 
AWS Glue クローラーサービス
ロールにアクセス権限を付与し
ます。

(必要な場合) データ暗号化キーへ
のアクセスを許可します。

S3 バケットが AWS KMS キー
で暗号化されている場合は、コ
ンシューマーアカウントの IAM 
ロールとデータアカウントの 
AWS Gluekms:Decrypt クロー
ラーサービスロールにキーへの
アクセス権限を付与します。

キーポリシーを次の文で更新し
てください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": [ 
            
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:role/<role 
 name>", 
            
 "arn:aws:iam::<data account 
 id>:role/service-role/
AWSGlueServiceRole-data-
bucket-crawler" 
        ] 
    }, 
    "Action": "kms:Decrypt", 
    "Resource": 
 "arn:aws:kms:<region>:<data 
 account id>:key/<key id>"
}

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

クローラーにデータへのアクセ
スを許可します。

クローラのサービスロールに以
下の IAM ポリシーをアタッチし
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "s3:GetObject", 
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket/
*" 
        }, 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "s3:ListBucket", 
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket" 
        } 
    ]
} 

クラウド管理者

(必要な場合) クローラーにデータ
暗号化キーへのアクセスを許可
します。

S3 バケットが AWS KMS キー
で暗号化されている場合は、
次のポリシーをクローラーの
サービスロールにアタッチし
て、kms:Decryptキーへのアク
セス許可をクローラーのサービ
スロールに付与します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "kms:Decrypt", 
    "Resource": 
 "arn:aws:kms:<region>:<data 
 account id>:key/<key id>"
}

クラウド管理者

444



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

コンシューマーアカウントの 
IAM ロールとクローラーにデー
タカタログへのアクセス権を付
与します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS Glue 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインの [Data 
catalog] で、[Settings] (設定) 
を選択します。

3. 「権限」セクションで、次の
文を追加し、「保存」を選択
します。

{ 
    "Version" : 
 "2012-10-17", 
    "Statement" : [  
        { 
            "Effect" : 
 "Allow", 
            "Principal" : { 
                "AWS" : [ 
                     
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:role/<role 
 name>", 
                    
 "arn:aws:iam::<data account 
 id>:role/service-role/
AWSGlueServiceRole-data-
bucket-crawler" 
                ] 
            }, 
            "Action" : 
 "glue:*", 
            "Resource" : [  
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:catalog",  
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:database/*",  
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:table/*"  
            ] 
        }  
    ]
}

このポリシーでは、データアカ
ウントのすべてのデータベー
スとテーブルに対するすべて
の AWS Glue アクションが許可
されます。ポリシーをカスタマ
イズして、必要な権限のみをコ
ンシューマープリンシパルに付
与できます。たとえば、データ
ベース内の特定のテーブルまた

クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
はビューへの読み取り専用アク
セスを提供できます。

消費者アカウントからデータにアクセスする

タスク 説明 必要なスキル

::::::::::::::::::: 名前付きデータカタログ
リファレンスを作成するに
は、CloudShellまたはローカルに
インストールされた AWS CLI を
使用して以下のコマンドを実行
します。

aws athena create-data-
catalog --name <shared 
 catalog name> --type GLUE 
 --parameters catalog-
id=<data account id>

クラウド管理者

コンシューマーアカウントの 
IAM ロールにデータへのアクセ
ス権を付与します。

次のポリシーをコンシューマー
アカウントの IAM ロールにア
タッチして、ロールにデータへ
のクロスアカウントアクセスを
許可します。

{ 
     "Version": 
 "2012-10-17", 
     "Statement": [ 
        { 
             "Effect": 
 "Allow", 
             "Action": 
 "s3:GetObject", 
             "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket/
*" 
        }, 
        { 
             "Effect": 
 "Allow", 
             "Action": 
 "s3:ListBucket", 
             "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket" 
        }, 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "glue:*", 
            "Resource": [ 
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:catalog", 

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
                
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:database/*", 
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:table/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

次に、次のテンプレートを使用
して、信頼ポリシーで IAM ロー
ルを受け入れることができる
ユーザーを指定します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
       { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": 
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:user/<IAM 
 user>" 
            }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

最後に、同じポリシーをユー
ザーが属するユーザーグループ
にアタッチして、IAM ロールを
引き受ける権限をユーザーに付
与します。

(必要な場合) コンシューマーアカ
ウントの IAM ロールにデータ暗
号化キーへのアクセス権を付与
します。

S3 バケットが AWS KMS キー
で暗号化されている場合は、
次のポリシーをアタッチして、
コンシューマーアカウントの 
IAMkms:Decrypt ロールにキー
へのアクセス権限を付与しま
す。

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": 
 "kms:Decrypt", 
     "Resource": 
 "arn:aws:kms:<region>:<data 
 account id>:key/<key id>"
}

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

データにアクセスするには、コ
ンシューマーアカウントの IAM 
ロールに切り替えます。

データコンシューマーとし
て、IAM ロールに切り替えて
データアカウント内のデータに
アクセスします。

データコンシューマー

データにアクセスします。 Athena を使用してデータをクエ
リします。たとえば、Athena ク
エリエディターを開き、次のク
エリを実行します。

SELECT * 
  FROM <shared catalog 
 name>.<database 
 name>.<table name>

名前付きのカタログ参照を使用
する代わりに、Amazon リソース
ネーム (ARN) でカタログを参照
することもできます。

注:クエリまたはビューで動的カ
タログ参照を使用している場合
は、その参照をエスケープされ
た二重引用符 (\」) で囲みます。
例:

SELECT *  
  FROM 
 \"glue:arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:catalog
\".<database name>.<table 
 name>

詳細については、Amazon 
Athena ユーザーガイドの「AWS 
Glue::: データカタログへのクロ
スアカウントアクセス」を参照
してください。

データコンシューマー

関連リソース
• AWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセス (Athena ドキュメント)
• (AWS CLI) create-data-catalog (AWS CLI コマンドリファレンス)
• Amazon Athena によるクロスアカウント AWS Glue データカタログへのアクセス (AWS ビッグデータ

ブログ)
• IAM でのセキュリティのベストプラクティス (IAM ドキュメント)

追加情報
クロスアカウント共有の代替手段として Lake Formation を使用する
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サーバーレスデータレイクを AWS にデプロイして管理する

また、AWS Lake Formation を使用して AWS Glue カタログオブジェクトへのアクセスをアカウント間
で共有することもできます。Lake Formation mationは、列レベルと行レベルでのきめ細かなアクセス制
御、タグベースのアクセス制御、ACIDトランザクション用の管理テーブルなどの機能を提供します。Lake 
Formation は Athena とうまく統合されていますが、このパターンの IAM のみのアプローチと比べると、
追加の設定が必要になります。Lake Formation を使用するか、IAM のみのアクセス制御を使用するかは、
ソリューションアーキテクチャ全体というより広い観点から検討することをお勧めします。考慮すべき点
には、他にどのようなサービスが関係しているか、またそれらがどのように両方のアプローチと統合され
ているかが含まれます。

インフラストラクチャをコードとして使用して、
サーバーレスデータレイクを AWS クラウドにデプ
ロイして管理します。

キランクマール・チャンドラシェカール (AWS) とアブデル・ジャイディ (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: データレイク、分
析、サーバーレス、 DevOps

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon 
S3; Amazon SQS; AWS 
CloudFormation; AWS Glue; 
Amazon CloudWatch; AWS 
Lambda; AWS Step Functions; 
Amazon DynamoDB

概要
このパターンは、サーバーレスコンピューティングとコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用
して、Amazon Web Services (AWS) クラウドにデータレイクを実装および管理する方法を示しています。
このパターンは、AWS が開発したサーバーレスデータレイクフレームワーク (SDLF) ワークショップに基
づいています。

SDLF は再利用可能なリソースの集まりで、AWS クラウド上のエンタープライズデータレイクの配信を加
速し、本番環境へのデプロイを迅速化します。ベストプラクティスに従ってデータレイクの基本構造を実
装するために使用されます。

SDLF は、AWS、AWS、AWS などの AWS サービスを使用して、コードとインフラストラクチャのデプ
ロイ全体にわたって継続的インテグレーション/継続的デプロイ (CI/CD) CodeCommit プロセスを実装しま
す。 CodePipeline CodeBuild

このパターンでは、複数の AWS サーバーレスサービスを使用してデータレイク管理を簡素化します。
これらには、ストレージ用に、Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon、AWS LamAmazon 
DynamoDB da、AWS Glue、AWS Lambda、AWS Glue、オーケストレーション用に、Amazon Amazon 
CloudWatch Amazon、AWS Lambda、AWS Glue Service (Amazon SQS)、AWS Step Functions などがあ
ります。

AWS CloudFormation と AWS のコードサービスは IaC レイヤーとして機能し、運用と管理が簡単な、再
現性のある迅速なデプロイを実現します。
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前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み 
• インストールおよび設定された Git クライアント。
• SDLF ワークショップ。Web ブラウザウィンドウで開き、すぐに使用できます。 

 

アーキテクチャ

このアーキテクチャ図は、次の手順によるイベント駆動型プロセスを示しています。 

1. ローデータの S3 バケットにファイルを追加すると、Amazon S3 イベント通知が SQS キューに配置
されます。各通知は、S3 バケット名、オブジェクトキー、タイムスタンプなどのメタデータを含む 
JSON ファイルとして配信されます。

2. この通知は、メタデータに基づいてイベントを適切な抽出、変換、読み込み (ETL) プロセスにルーティ
ングする Lambda 関数によって使用されます。Lambda 関数は、Amazon DynamoDB テーブルに保存さ
れているコンテキスト設定を使用することもできます。このステップにより、データレイク内の複数の
アプリケーションへの分離とスケーリングが可能になります。

3. イベントは ETL プロセスの最初の Lambda 関数にルーティングされます。この関数は、データを未
加工データ領域からデータレイクのステージング領域に変換して移動します。最初のステップでは、
総合カタログを更新します。これは、データレイクのすべてのファイルメタデータを含む DynamoDB 
テーブルです。このテーブルの各行には、Amazon S3 に保存されている 1 つのオブジェクトに関する
操作メタデータが格納されています。Lambda 関数が同期呼び出しによって実行される Lambda 関数
は、S3 オブジェクト上で計算コストのかからない操作 (ファイルをある形式から別の形式に変換するな
ど) です。新しいオブジェクトがステージング S3 バケットに追加されたため、総合カタログが更新さ
れ、ETL の次のフェーズを待つメッセージが SQS キューに送信されます。

4. CloudWatch イベントルールは 5 分ごとに Lambda 関数をトリガーします。この関数は、メッセージが
前の ETL フェーズから SQS キューに配信されたかどうかを確認します。メッセージが配信された場
合、Lambda 関数は ETL プロセスの AWS Step Functions から 2 番目の関数を開始します。

5. その後、大量の変換がファイルのバッチに適用されます。この大規模な変換は、AWS Glue ジョ
ブ、AWS Fargate タスク、Amazon EMR ステップ、Amazon SageMaker ノートブックへの同期呼び出
しなど、計算量の多い操作です。テーブルメタデータは、AWS Glue カタログを更新する AWS Glue ク
ローラーを使用して出力ファイルから抽出されます。ファイルメタデータは DynamoDB の包括的なカ
タログテーブルにも追加されます。最後に、Deequを活用したデータ品質ステップも実行されます。

テクノロジースタック

• CloudWatch アマゾンイベント
• AWS CloudFormation
• AWS CodePipeline
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• Amazon DynamoDB
• AWS Glue
• AWS Lambda
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Tools

• Amazon S3
• Amazon SQS
• AWS Step Functions

Tools
• Amazon CloudWatch CloudWatch Events — Events は、AWS リソースの変更を示すシステムイベント

をほぼリアルタイムのストリームとして提供します。
• AWS CloudFormation — CloudFormation 計画に従い、再現性の高い方法で、AWS インフラストラク

チャデプロイを作成し、プロビジョニングします。
• AWS CodeBuild — CodeBuild は、ソースコードをコンパイルして、単体テストを実行し、デプロイする

準備が整ったアーティファクトを生成する完全に管理された構築サービスです。
• AWS CodeCommit — CodeCommit は、アセット (ソースコードやバイナリファイルなど) を非公開で保

存および管理するために使用できるAWS によってホストされるバージョン管理サービスです。
• AWS CodePipeline — CodePipeline は、ソフトウェア変更を継続的にリリースするために必要な手順の

モデル化、視覚化、および自動化ができる継続的なデリバリサービスです。
• Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、スケーラビリティを備

えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。 
• AWS Glue は、分析のためにデータを簡単に準備およびロードできるフルマネージド ETL サービスで

す。
• AWS Lambda — Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理をすることなく、コードを実行できま

す。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリク
エストまで自動的にスケールします。 

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、拡張性の高いオブジェクトストレージサービスで
す。Amazon S3 は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイクなど、さ
まざまなストレージソリューションに使用できます。

• AWS Step Functions — AWS Step Functions は、AWS Lambda 関数と複数の AWS サービスをビジネ
スクリティカルなアプリケーションに簡単に順序付けできるようにするサーバーレスの関数オーケスト
レーターです。

• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、フルマネージドのメッセージキューイングサービス
であり、マイクロサービス、分散システム、およびサーバーレスアプリケーションの疎結合化とスケー
リングを容易にします。

• Deequ — Deequは、大規模なデータセットのデータ品質指標の計算、データ品質制約の定義と検証、
データ分布の変化に関する最新情報の入手に役立つツールです。

Code

SDLF のソースコードとリソースは AWS Labs GitHub リポジトリにあります。

エピック
IaC をプロビジョニングするように CI/CD パイプラインを設定する

タスク 説明 必要なスキル

データレイクの IaC を管理する 
CI/CD パイプラインを設定しま
す。

AWS マネジメントコンソール
にサインインし、SDLF ワーク
ショップの「初期設定」セク
ションの手順に従います。こ
れにより、データレイクの IaC 

DevOps エンジニア
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
CodeCommit をプロビジョニン
グおよび管理するリポジトリ、 
CodeBuild 環境、 CodePipeline 
パイプラインなどの初期の CI/
CD リソースが作成されます。

IaC のバージョン管理

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit ローカルマシンに
リポジトリを複製します。

SDLF ワークショップの「基盤の
導入」セクションの手順に従っ
てください。これにより、IaC を
ホストする Git リポジトリをロー
カル環境にクローンできます。 

詳細については、 CodeCommit 
ドキュメントの「 CodeCommit 
リポジトリへの接続」を参照し
てください。

DevOps エンジニア

CloudFormation テンプレートを
変更します。

ローカルワークステーションと
コードエディターを使用して、 
CloudFormation ユースケースや
要件に応じてテンプレートを変
更します。それらをローカルで
クローンした Git リポジトリにコ
ミットします。 

詳細については、AWS 
CloudFormation ドキュメントの
「AWS CloudFormation テンプ
レートの使用」を参照してくだ
さい。

DevOps エンジニア

CodeCommit 変更をリポジトリ
にプッシュします。

インフラストラクチャコードは
バージョン管理下に置かれ、
コードベースへの変更が追跡
されます。 CodeCommit 変更
をリポジトリにプッシュする
と、 CodePipeline その変更が
インフラストラクチャに自動的
に適用され、に配信されます 
CodeBuild。 

重要: で AWS SAM CLI を使用
する場合は CodeBuild、sam 
packagesam deployお
よびコマンドを実行しま
す。AWS CLI を使用する場合
は、aws cloudformation 
packageaws 
cloudformation deployおよ
びコマンドを実行します。

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

関連リソース
IaC をプロビジョニングするように CI/CD パイプラインを設定する

• SDLF ワークショップ — 初期設定

IaC のバージョン管理

• SDLF ワークショップ — 基盤の導入
• CodeCommit リポジトリへの接続
• AWS CloudFormation テンプレートの使用

その他のリソース

• AWS サーバーレスデータ分析パイプラインのリファレンスアーキテクチャ
• SDLF ドキュメンテーション

AWS IoT Greengrass を使用して、コスト効率の高
い方法で IoT データを Amazon S3 に直接取り込み
ます

セバスチャン・ヴィヴィアーニ (AWS) とリズワン・サイード (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:データレイク、分
析、IoT

ワークロード:オープンソース

AWS サービス:AWS IoT 
Greengrass、Amazon 
S3、Amazon Athena

概要
このパターンは、AWS IoT Greengrass バージョン 2 デバイスを使用して、コスト効率よくモノのイン
ターネット (IoT) データを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに直接取り込む方法
を示しています。デバイスは IoT データを読み取り、データを永続ストレージ (ローカルディスクまたは
ボリューム) に保存するカスタムコンポーネントを実行します。次に、デバイスは IoT データを Apache 
Parquet ファイルに圧縮し、そのデータを定期的に S3 バケットにアップロードします。

取り込む IoT データの量と速度は、エッジハードウェアの機能とネットワーク帯域幅によってのみ制
限されます。Amazon Athena を使用して、取り込んだデータをコスト効率よく分析できます。Athena 
は、Amazon マネージド Grafana を使用して圧縮された Apache Parquet ファイルとデータの視覚化をサ
ポートしています。

前提条件と制限
前提条件
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• アクティブな AWS アカウント
• AWS IoT Greengrass Version 2 で動作し、センサーからデータを収集するエッジゲートウェイ (データ

ソースとデータ収集プロセスはこのパターンの対象外ですが、ほぼすべてのタイプのセンサーデータを
使用できます。 このパターンでは、データをローカルに公開するセンサーまたはゲートウェイを備えた
ローカルの MQTT ブローカーを使用します。)

• AWS IoT Greengrass コンポーネント、ロール、SDK の依存関係
• S3 バケットにデータをアップロードするストリームマネージャーコンポーネント
• API を実行するには AWS SDK for Java の AWS SDK JavaScript、Python 用の AWS SDK、または 

Python 用 AWS SDK (Boto3)

機能制限

• このパターンのデータは、S3 バケットにリアルタイムでアップロードされません。遅延期間があり、
遅延期間を設定できます。データはエッジデバイスに一時的にバッファリングされ、期間が終了すると
アップロードされます。

• SDK は、Java、Node.js、および Python でのみ使用できます。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon S3
• AWS IoT Greengrass
• MQTT ブローカー
• ストリームマネージャーコンポーネント

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、IoT センサーデータを取り込み、そのデータを S3 バケットに保存するように設計されたアーキ
テクチャを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. 複数のセンサー (温度やバルブなど) の更新は、ローカルの MQTT ブローカーに公開されます。
2. これらのセンサーに登録されている Parquet ファイルコンプレッサーはトピックを更新し、これらの更

新を受け取ります。
3. Parquet ファイルコンプレッサーは更新をローカルに保存します。
4. 期間が経過すると、保存されたファイルは Parquet ファイルに圧縮され、ストリームマネージャーに渡

されて、指定された S3 バケットにアップロードされます。
5. ストリームマネージャーは、Parquet ファイルを S3 バケットにアップロードします。

注:ストリームマネージャー (StreamManager) は管理対象コンポーネントです。Amazon S3 にデータ
をエクスポートする方法の例については、AWS IoT Greengrass ドキュメントの「ストリームマネー
ジャー」を参照してください。ローカルの MQTT ブローカーをコンポーネントとして使用すること
も、Eclipse Mosquitto のような別のブローカーを使用することもできます。

Tools
AWS ツール
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ベストプラクティス

• Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon Athena 内の標準 SQL を使用して
Amazon S3 Athena 内のデータを標準 SQL を使用して直接分析するうえで役立つインタラクティブなク
エリサービスです。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービス
で、任意の量のデータを保存および保護および取得するうえで役立つクラウドベースのオブジェクトス
トレージサービスです。

• AWS IoT Greengrass アプリケーションをデバイスで IoT アプリケーションを構築、デプロイ、管理す
るうえで役立つオープンソースの構築、デプロイ、管理するうえで役立つオープンソースの構築、デプ
ロイ、管理するうえで役立つオープンソースの構築、デプロイ、管理するうえで役立つオープンソース
の構築と

その他のツール

• Apache Parquetは、保存と検索のために設計されたオープンソースの列指向データファイル形式です。
• MQTT（メッセージキューテレメトリトランスポート）は、制約のあるデバイス向けに設計された軽量

のメッセージングプロトコルです。

ベストプラクティス
アップロードされたデータには適切なパーティション形式を使用する

S3 バケットのルートプレフィックス名には特別な要件 (たとえば、"myAwesomeDataSet/"また
は"dataFromSource") はありませんが、データセットの目的を理解しやすいように、わかりやすいパー
ティションとプレフィックスを使用することをお勧めします。

また、クエリがデータセットで最適に実行されるように、Amazon S3 では適切なパーティショニングを使
用することをお勧めします。次の例では、各 Athena クエリによってスキャンされるデータ量が最適化さ
れるように、データが HIVE 形式で分割されています。これにより、パフォーマンスが向上し、コストが
削減されます。

s3://<ingestionBucket>/<rootPrefix>/year=YY/month=MM/day=DD/
HHMM_<suffix>.parquet

叙事詩
環境のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 1. S3 バケットを作成するか、既
存のバケットを使用します。

2. IoT データを取り込む S3 
バケットに、わかりやす
いプレフィックスを作成し
ます (例:s3:\\<bucket>
\<prefix>)。

3. 後で使用するためにプレ
フィックスを記録します。

アプリケーションデベロッパー

S3 バケットに IAM アクセスを追
加します。

以前に作成した S3 バケットと
プレフィックスへの書き込みア
クセスをユーザーに許可するに
は、次の IAM ポリシーを AWS 

アプリケーションデベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
IoT Greengrass ロールに追加し
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "S3DataUpload", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:List*", 
                "s3:Put*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<ingestionBucket>", 
                
 "arn:aws:s3:::<ingestionBucket>/
<prefix>/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

詳細については、Aurora ドキュ
メントの「Amazon S3 リソース
にアクセスするための IAM ポリ
シーの作成」を参照してくださ
い。

次に、正しい AWS プリンシパル
による書き込みアクセスを許可
するように S3 バケットのリソー
スポリシーを (必要に応じて) 更
新します。

AWS IoT Greengrass コンポーネントの構築とデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

コンポーネントのレシピを更新
します。

次の例に基づいてデプロイメン
トを作成するときに、コンポー
ネント設定を更新します。

{ 
  "region": "<region>", 
  "parquet_period": 
 <period>, 
  "s3_bucket": "<s3Bucket>", 
  "s3_key_prefix": 
 "<s3prefix>"
}

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
お使いの AWS リージョ
ン、<period>定期間
隔、<s3Bucket> S3 バケッ
ト、<region><s3prefix>プレ
フィックスに置き換えてくださ
い。

コンポーネントを作成します。 以下のいずれかを実行します。

• コンポーネントを作成しま
す。

• コンポーネントを CI/CD パ
イプラインに追加します (存
在する場合)。アーティファ
クトは必ず、アーティファク
トリポジトリから AWS IoT 
Greengrass アーティファ
クトバケットにコピーして
ください。次に、AWS IoT 
Greengrass コンポーネントを
作成または更新します。

• MQTT ブローカーをコンポー
ネントとして追加するか、後
で手動で追加します。注:この
決定は、ブローカーで使用で
きる認証スキームに影響しま
す。ブローカーを手動で追加
すると、ブローカーが AWS 
IoT Greengrass から切り離
され、サポートされているブ
ローカーの認証スキームが有
効になります。AWS が提供す
るブローカーコンポーネント
には、認証スキームがあらか
じめ定義されています。詳細
については、MQTT 3.1.1 ブ
ローカー (Moquette) および
MQTT 5 ブローカー (EMQX)
を参照してください。

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

MQTT クライアントを更新しま
す。

コンポーネントはローカルでブ
ローカーに接続するため、サ
ンプルコードでは認証を使用し
ません。シナリオが異なる場合
は、必要に応じて MQTT クライ
アントセクションを更新してく
ださい。さらに、以下の手順を
実行します。

1. サブスクリプション内の 
MQTT トピックを更新しま
す。

2. ソースごとにメッセージが異
なる場合があるため、必要に
応じて MQTT メッセージパー
サーを更新してください。

アプリケーションデベロッパー

コンポーネントを AWS IoT Greengrass バージョン 2 コアデバイスに追加します

タスク 説明 必要なスキル

コアデバイスのデプロイメント
を更新します。

AWS IoT Greengrass バージョン 
2 コアデバイスのデプロイがす
でに存在する場合は、デプロイ
を修正してください。デプロイ
メントが存在しない場合は、新
しいデプロイメントを作成しま
す。

コンポーネントに正しい名前を
付けるには、以下に基づいて
新しいコンポーネントのログマ
ネージャー設定を (必要に応じて) 
更新します。

{ 
  
 "logsUploaderConfiguration": 
 { 
    
 "systemLogsConfiguration": 
 { 
    ... 
    }, 
    
 "componentLogsConfigurationMap": 
 { 
      
 "<com.iot.ingest.parquet>": 
 { 
        "minimumLogLevel": 
 "INFO", 
        "diskSpaceLimit": 
 "20", 
        
 "diskSpaceLimitUnit": "MB", 

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
       
 "deleteLogFileAfterCloudUpload": 
 "false" 
      } 
      ... 
    } 
  }, 
  
 "periodicUploadIntervalSec": 
 "300"
}

最後に、AWS IoT Greengrass コ
アデバイスのデプロイの改訂を
完了します。

S3 バケットへのデータ取り込みを確認する

タスク 説明 必要なスキル

AWS IoT Greengrass ボリューム
のログを確認してください。

以下を確認します。

• MQTT クライアントはローカ
ル MQTブローカーに正常に接
続されています。

• MQTT クライアントは正し
いトピックに登録されていま
す。

• MQTT トピックに関するセン
サー更新メッセージがブロー
カーに届いています。

• 寄木細工の圧縮は定期的に行
われます。

アプリケーションデベロッパー

S3 バケットを確認してくださ
い。

S3 バケットにデータがアップ
ロードされているかどうかを確
認します。各期間にアップロー
ドされているファイルを確認で
きます。

次のセクションでデータをクエ
リして、データが S3 バケットに
アップロードされているかどう
かを確認することもできます。

アプリケーションデベロッパー

Athena からのクエリをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

データベースとテーブルを作成
します。

1. AWS Glue データベースを作
成します (必要な場合)。

アプリケーションデベロッパー
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
2. AWS Glue でテーブルを手動

で作成するか、AWS Glue で
クローラーを実行して作成し
ます。

Athena にデータへのアクセスを
許可します。

1. Athena が S3 バケットにア
クセスするうえで役立つ許可
を更新します。詳細について
は、Athena ドキュメントの
「AWS Glue データカタログ
内のデータベースとテーブル
へのきめ細かなアクセス」を
参照してください。

2. データベース内のテーブルを
クエリします。

アプリケーションデベロッパー

トラブルシューティング

問題 解決策

MQTT クライアントが接続に失敗する • MQTT ブローカーの権限を検証します。AWS 
の MQTT ブローカーをお持ちの場合は、MQTT 
3.1.1 ブローカー (モケット) と MQTT 5 ブロー
カー (EMQX) をご覧ください。

• MQTT クライアントで認証情報を検証しま
す。AWS の MQTT ブローカーをお持ちの場
合は、MQTT 3.1.1 ブローカー (モケット) と
MQTT 5 ブローカー (EMQX) をご覧ください。

MQTT クライアントがサブスクライブに失敗する MQTT ブローカーの権限を検証します。AWS の 
MQTT ブローカーをお持ちの場合は、MQTT 3.1.1 
ブローカー (モケット) と MQTT 5 ブローカー 
(EMQX) をご覧ください。

寄木細工ファイルが作成されない • MQTT トピックが正しいことを確認します。
• センサーからの MQTT メッセージが正しい形式

であることを確認します。

オブジェクトは S3 バケットにアップロードされま
せん

• インターネット接続とエンドポイント接続があ
ることを確認します。

• S3 バケットのリソースポリシーが正しいことを
確認します。

• AWS IoT Greengrass バージョン 2 コアデバイ
スロールのアクセス権限を確認してください。

関連リソース
• DataFrame(パンダのドキュメンテーション)
• Apache パーケットドキュメント (パーケットドキュメント)
• AWS IoT Greengrass コンポーネントの開発 (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、バージョン 2)
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追加情報

• AWS IoT Greengrass コンポーネントをデバイスにデプロイする (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、
バージョン 2)

• ローカルの IoT デバイスとのインタラクション (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、バージョン 2)
• MQTT 3.1.1 ブローカー (Moquette) (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、バージョン 2)
• MQTT 5 ブローカー (EMQX) (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、バージョン 2)

追加情報
コスト分析

以下のコスト分析シナリオは、このパターンで扱われるデータ取り込みアプローチが AWS クラウドの
データ取り込みコストにどのように影響するかを示しています。このシナリオの料金例は、公開時点の価
格に基づいています。価格は変更されることがあります。さらに、費用は AWS リージョン、AWS サービ
スクォータ、およびクラウド環境に関連するその他の要因によって異なる場合があります。

入力信号セット

この分析では、IoT の取り込みコストを他の利用可能な代替手段と比較するための基礎として、次の一連
の入力信号を使用しています。

シグナル数 [Frequency] (頻度) 信号ごとのデータ

125 25 ヘルツ 8 バイト

このシナリオでは、システムは 125 の信号を受信します。各信号は 8 バイトで、40 ミリ秒 (25 Hz) ごとに
発生します。これらの信号は、個別に受信することも、共通のペイロードにグループ化することもできま
す。必要に応じてこれらの信号を分割してパックすることができます。レイテンシーを決定することもで
きます。レイテンシーは、データを受信、蓄積、取り込むまでの期間で構成されます。

比較のため、このシナリオの取り込み操作はus-east-1 AWS リージョンをベースとしています。コスト
比較は AWS のサービスにのみ適用されます。ハードウェアや接続などの他のコストは分析には含まれて
いません。

コスト比較

次の表は、各摂取方法の月額費用を米ドル（USD）で示しています。

方法 毎月のコスト

AWS IoT SiteWise * 331.77 米ドル

データ処理パックを備えた AWS IoT SiteWise 
Edge (すべてのデータをエッジに保存)

200

未加工データにアクセスするための AWS IoT Core 
と Amazon S3 のルール

84.54 米ドル

エッジでのパーケットファイルの圧縮と Amazon 
S3 へのアップロード

0.5 米ドル

*サービスクォータに準拠するには、データをダウンサンプリングする必要があります。つまり、この方法
ではデータがいくらか失われます。
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追加情報

代替方法

このセクションには、以下の代替方法の同等費用が表示されます。

• AWS IoT SiteWise — 各シグナルは個別のメッセージでアップロードする必要があります。したがっ
て、1か月あたりのメッセージの総数は、125×25×3600×24×30、つまり1か月あたりのメッセージ数は
81億件です。ただし、AWS IoT SiteWise では、1 つのプロパティで 1 秒あたり 10 データポイントし
か処理できません。データを 10 Hz にダウンサンプリングすると仮定すると、1 か月あたりのメッセー
ジ数は 125 × 10 × 3600 × 24×30、つまり 32.4 億件に削減されます。測定値を 10 個のグループにまと
めるパブリッシャーコンポーネントを使用する場合（100 万メッセージあたり 1 USD）、1 か月あた
り 324 USD の月額料金が発生します。各メッセージが 8 バイト (1 Kb/125) と仮定すると、データスト
レージは 25.92 GB になります。これにより、1か月あたり7.77 USDの月額費用が加算されます。初月
の合計費用は 331.77 米ドルで、毎月 7.77 米ドルずつ増加します。

• SiteWise エッジで完全に処理されるすべてのモデルと信号を含む (つまり、クラウドへの取り込みなし) 
データ処理パックを備えた AWS IoT Edge — データ処理パックを代替手段として使用して、コストを削
減し、エッジで計算されるすべてのモデルを設定できます。これは、実際の計算を行わなくても、保存
と視覚化のためだけに有効です。この場合、エッジゲートウェイには強力なハードウェアを使用する必
要があります。月額200米ドルの固定料金がかかります。

• MQTT による AWS IoT Core への直接取り込みと未加工データを Amazon S3 に保存するための IoT 
ルール — すべてのシグナルが共通のペイロードで公開されていると仮定すると、AWS IoT Core に公開
されるメッセージの総数は 25 × 3600 × 24 × 30、つまり 1 か月あたり 6,480 万件になります。メッセー
ジ数 100 万件あたり 1 USD の場合、1 か月あたり 64.8 USD の月額料金になります。ルールアクティ
ベーションが 100 万回あたり 0.15 USD で、メッセージごとに 1 つのルールを使用すると、1 か月あた
り 19.44 USD の月額料金が加算されます。Amazon S3 のストレージ 1 GB あたり 0.023 USD のコスト
で、1 か月あたり 1.5 USD が追加されます (新しいデータを反映して毎月増加します)。最初の月の合計
費用は 84.54 米ドルで、毎月 1.5 米ドルずつ増加します。

• Parquet ファイルのエッジでデータを圧縮して Amazon S3 にアップロードする (推奨方法) — 圧縮率は
データのタイプによって異なります。同じ産業データを MQTT でテストした場合、1 か月間の出力デー
タの合計は 1.2 Gb です。これには1か月あたり0.03米ドルの費用がかかります。他のベンチマークで説
明されている圧縮率（ランダムデータを使用）は約66％です（最悪のシナリオに近い）。データの合計
は 21 GB で、1 か月あたり 0.5 米ドルかかります。

寄木細工ファイルジェネレーター

次のコード例は、Python で書かれたParquetファイルジェネレータの構造を示しています。このコード例
は説明のみを目的としており、ご使用の環境に貼り付けても機能しません。

import queue
import paho.mqtt.client as mqtt
import pandas as pd

#queue for decoupling the MQTT thread
messageQueue = queue.Queue()
client = mqtt.Client()
streammanager = StreamManagerClient()

def feederListener(topic, message): 
    payload = { 
        "topic" : topic, 
        "payload" : message, 
    } 
    messageQueue.put_nowait(payload)

def on_connect(client_instance, userdata, flags, rc): 
    client.subscribe("#",qos=0)

def on_message(client, userdata, message): 
    feederListener(topic=str(message.topic), message=str(message.payload.decode("utf-8")))
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WanDisco LiveData マイグレーターを使用し
て Hadoop データを Amazon S3 に移行する

filename = "tempfile.parquet"
streamname = "mystream"
destination_bucket= "mybucket"
keyname="mykey"
period= 60

client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message
streammanager.create_message_stream( 
            MessageStreamDefinition(name=streamname, 
 strategy_on_full=StrategyOnFull.OverwriteOldestData) 
        )

while True: 
   try: 
       message = messageQueue.get(timeout=myArgs.mqtt_timeout) 
   except (queue.Empty): 
       logger.warning("MQTT message reception timed out") 

   currentTimestamp = getCurrentTime() 
   if currentTimestamp >= nextUploadTimestamp: 
       df = pd.DataFrame.from_dict(accumulator) 
       df.to_parquet(filename) 
       s3_export_task_definition = S3ExportTaskDefinition(input_url=filename, 
 bucket=destination_bucket, key=key_name) 
       streammanager.append_message(streamname, 
 Util.validate_and_serialize_to_json_bytes(s3_export_task_definition)) 
       accumulator = {} 
       nextUploadTimestamp += period 
   else: 
        accumulator.append(message)

WanDisco LiveData マイグレーターを使用して 
Hadoop データを Amazon S3 に移行する

トニー・ベルチッチによって作成されました

ソース: オンプレミス Hadoop ク
ラスター

ターゲット: Amazon S3 R タイプ: リホスト

環境: 本番稼働用 テクノロジー: データレイク、
ビッグデータ、ハイブリッドク
ラウド、移行

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon S3

概要
このパターンは Apache Hadoop データを Hadoop 分散File System (HDFS) から Amazon Storage Storage 
Service (Amazon Storage System) に移行するプロセスを表に示します。WanDisco LiveData Migratorを使
用してデータ移行プロセスを自動化します。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• LiveData マイグレータがインストールされる Hadoop クラスタエッジノード。ノードは次の要件を満た
している必要があります。
• 最小スペック: 4 個の CPU、16 ギガバイトの RAM、100 ギガバイトのストレージ。
• 2 Gbps 以上のネットワーク。
• WanDisco UI にアクセスするには、エッジノードからポート 8081 にアクセスできます。
• Java 1.8 64 ビット.
• エッジノードにインストールされている Hadoop クライアントライブラリ。
• HDFS スーパーユーザー (「hdfs」など) として認証できます。
• Hadoop クラスターで Kerberos が有効になっている場合は、HDFS スーパーユーザーに適したプリン

シパルを含む有効なキータブがエッジノードで使用できる必要があります。
• サポートされているオペレーティングシステムの一覧については、リリースノートを参照してくださ

い。
• S3 バケットにアクセスできるアクティブな AWS アカウント。
• オンプレミスの Hadoop クラスター (特にエッジノード) と AWS の間に確立された AWS Direct Connect 

リンク。

製品バージョン

• LiveData マイグレーター 1.8.6
• アンディスコ UI (OneUI) 5.8.0

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミス Hadoop クラスター

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon S3

アーキテクチャ

LiveData Mグレータソリューションのアーキテクチャを次の図表に示します。

ワークフローは、オンプレミスの HDFS から Amazon S3 へのデータ移行のための 4 つの主要コンポーネ
ントで構成されています。

• LiveData マイグレーター — HDFS から Amazon S3 へのデータの移行を自動化し、Hadoop クラスター
のエッジノードに配置します。

• HDFS — アプリケーションデータへの高スループットアクセスを提供する分散ファイルシステム。
• Amazon S3 — スケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供するオ

ブジェクトストレージサービスです。
• AWS Direct Connect — オンプレミスのデータセンターから AWS への専用ネットワーク接続を確立する

サービスです。
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エピック

自動化とスケーリング

通常、ソースファイルシステムからパスまたはディレクトリで特定のコンテンツを選択できるように、
複数のマイグレーションを作成します。複数の移行リソースを定義することで、データを複数の独立した
ファイルシステムに同時に移行することもできます。

エピック
AWS アカウントで Amazon S3 ストレージを設定する

タスク 説明 必要なスキル

AWS アカウントにサインインし
ます。

AWS マネジメントコン
ソールにサインインして 
Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を
開きます。

AWS エクスペリエンス

S3 バケットを作成します。 ターゲットストレージとして使
用する既存の S3 バケットがま
だない場合は、Amazon S3 コ
ンソールで [Create bucket] オ
プションを選択し、バケット
名、AWS リージョン、および
パブリックアクセスをブロッ
クするバケット設定を指定しま
す。AWS と WanDisco では、S3 
バケットのブロックパブリック
アクセスオプションを有効に
し、組織の要件に合わせてバ
ケットアクセスポリシーとユー
ザー権限ポリシーを設定するこ
とを推奨しています。AWS の例
は https://docs.aws.amazon.com/
AmazonS3/latest/dev/example-
walkthroughs-managing-access-
example1.html で提供されていま
す。

AWS エクスペリエンス

LiveData マイグレーターをインストール

タスク 説明 必要なスキル

LiveData Migrator インストー
ラーをダウンロードします。

LiveData Migrator インス
トーラーをダウンロードし
て、Hadoop エッジノードに
アップロードします。 LiveData 
Migrator の無料試用版は https://
www2.wandisco.com/ldm-trial 
からダウンロードできます。 
LiveData Migrator へのアクセ
スは、https://aws.amazon.com/
marketplace/pp/B07B8SZND9 
AWS Marketplace からも入手で
きます。

Hadoop 管理者、アプリケーショ
ンオーナー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

LiveData マイグレーターをイン
ストールします。

ダウンロードしたインストー
ラーを使用して、Hadoop ク
ラスターのエッジノードに 
HDFS スーパーユーザーとして 
LiveData Migrator をインストー
ルします。インストールコマン
ドについては、「追加情報」セ
クションを参照してください。

Hadoop 管理者、アプリケーショ
ンオーナー

LiveData Migrator とその他の
サービスのステータスを確認し
てください。

「追加情報」セクションに記載
されているコマンドを使用し
て、マイグレータ、Hive マイグ
レータ、および WanDisco UI の
状態を確認します。 LiveData

Hadoop 管理者、アプリケーショ
ンオーナー

WanDisco ユーザーインターフェイスを使用してストレージを設定します

タスク 説明 必要なスキル

LiveData マイグレーターアカウ
ントを登録します。

(Hadoop エッジノード上の) 
ポート 8081 でウェブブラウ
ザを使用して WanDisco UI 
にログインし、登録に必要
な情報を入力します。たとえ
ば、myldmhost.example.com 
という名前のホストで 
LiveData Migrator を実行
している場合、URL は次
のようになります。http://
myldmhost.example.com:8081

アプリケーションオーナー

ソース HDFS ストレージを設定
します。

ソース HDFS ストレージに必
要な構成の詳細を入力します。
これには「fs.DefaultFS」値と
ユーザー定義のストレージ名が
含まれます。Kerberos が有効
になっている場合は、 LiveData 
Migrator が使用するプリンシパ
ルとキータブの場所を指定しま
す。クラスタで NameNode HA 
が有効になっている場合は、
エッジノード上の core-site.xml 
ファイルと hdfs-site.xml ファイ
ルへのパスを指定します。

Hadoop 管理者、アプリケーショ
ンオーナー

ターゲット Amazon S3 ストレー
ジを設定します。

ターゲットストレージを S3a 
タイプとして追加します。ユー
ザー定義のストレージ名と S3 
バケット名を指定します。認証
情報プロバイダーオプションに
「org.apache.hadoop.fs.s3a.simpleAWSCredentialsProvider」
と入力し、S3 バケットの AWS 
アクセスキーとシークレット
キーを指定します。追加の 

AWS、アプリケーションオー
ナー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
S3a プロパティも必要になり
ます。詳細については、https://
docs.wandisco.com/live-data-
migrator /docs/command-
reference/ # 3a LiveData にあ
るマイグレータドキュメントの
「filesystem-add-sS3a プロパ
ティ」セクションを参照してく
ださい。

移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

除外を追加 (必要な場合)。 特定のデータセットを移行か
ら除外する場合は、移行元の 
HDFS ストレージを除外対象と
して追加します。これらの除外
は、ファイルサイズ、ファイル
名 (正規表現パターンに基づく)、
および変更日に基づいて行うこ
とができます。

Hadoop 管理者、アプリケーショ
ンオーナー

マイグレーションを作成して開始する

タスク 説明 必要なスキル

マイグレーションを作成して設
定します。

WanDisco UI のダッシュボード
でマイグレーションを作成しま
す。ソース (HDFS) とターゲット 
(S3 バケット) を選択します。前
のステップで定義した新しい除
外を追加します。[上書き] または 
[サイズが一致する場合はスキッ
プ] オプションを選択します。す
べてのフィールドが入力された
ら、移行を作成します。

Hadoop 管理者、アプリケーショ
ンオーナー

移行を開始します。 ダッシュボードで、作成した移
行を選択します。クリックして
移行を開始します。マイグレー
ションの作成時に自動起動オプ
ションを選択することで、マイ
グレーションを自動的に開始す
ることもできます。

アプリケーションオーナー
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関連リソース

帯域幅の管理 (オプション)

タスク 説明 必要なスキル

送信元とターゲット間のネット
ワーク帯域幅制限を設定しま
す。

ダッシュボードのストレージリ
ストでソースストレージを選択
し、グループリストで「帯域幅
管理」を選択します。無制限オ
プションを解除し、最大帯域幅
制限とユニットを定義します。
[適用] を選択します。

アプリケーションオーナー、
ネットワーク

移行の監視と管理

タスク 説明 必要なスキル

WanDisco ユーザーインターフェ
イスを使用してマイグレーショ
ン情報を表示します。

WanDisco UI を使用して、ラ
イセンス、帯域幅、ストレー
ジ、および移行情報を表示しま
す。UI には通知システムも用意
されているため、使用状況に関
するエラー、警告、または重要
なマイルストーンに関する通知
を受け取ることができます。

Hadoop 管理者、アプリケーショ
ンオーナー

移行を停止、再開、削除しま
す。

移行を STOPPED 状態にするこ
とで、移行によるターゲットへ
のコンテンツの転送を停止でき
ます。停止した移行は再開でき
ます。STOPPED 状態のマイグ
レーションも削除できます。

Hadoop 管理者、アプリケーショ
ンオーナー

関連リソース
• LiveData マイグレータドキュメント
• LiveData AWS Marketplace マイグレーター
• WanDisco サポートコミュニティ
• WanDisco LiveData マイグレーターのデモンストレーション (ビデオ)

追加情報
LiveData マイグレータのインストール

インストーラーが作業ディレクトリ内にあることを前提として、次のコマンドを使用して LiveData 
Migrator をインストールできます。

su – hdfs
chmod +x livedata-migrator.sh && sudo ./livedata-migrator.sh

LiveData インストール後のMigratorやその他のサービスのステータスの確認
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その他のパターン

次のコマンドを使用して、 LiveData マイグレータ、Hive マイグレータ、および WanDisco UI の状態を確
認します。

service livedata-migrator status
service hivemigrator status
service livedata-ui status

その他のパターン
• AWS Glue を使用して、データを Amazon S3 から Amazon Redshift に段階的にロードする ETL サービ

スパイプラインを構築します。 (p. 9)
• Kinesis データストリームと AWS CDK の Kinesis Data Firehose を使用して DynamoDB レコードを 

Amazon S3 に配信します (p. 2633)
• Amazon Redshift クラスターの作成時に暗号化されていることを確認する (p. 2492)
• AWS Glue ジョブと Python を使用してテストデータを生成する (p. 38)
• スターバーストを使用してデータを AWS クラウドに移行する (p. 88)
• AWS での入力ファイルサイズの ETL インジェストを最適化 (p. 93)
• AWS Step Functions を使用して検証、変換、パーティショニングを使用して ETL パイプラインをオー

ケストレーションします (p. 96)
• 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する (p. 1993)
• 新しい Amazon Redshift クラスターに SSL エンドポイントが必要であることを確認する (p. 2604)
• Amazon Athena と Amazon を使用して Amazon Redshift の監査ログを視覚化する QuickSight (p. 133)
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データベース
トピック

• リンクされたサーバーを使用して、Amazon EC2 上のマイクロソフト SQL Server からオンプレミス
のマイクロソフト SQL Server テーブルにアクセスする (p. 471)

• リードレプリカを使用して Amazon RDS PeopleSoft カスタムの Oracle に HA を追加します (p. 475)
• Systems Manager を使用して SAP HANA データベースを自動的にバックアップし、 

EventBridge (p. 489)
• クラウドカストディアンを使用して Amazon RDS へのパブリックアクセスをブロックする (p. 494)
• AWS 上の SQL Server の常時稼働可用性グループでの読み取り専用ルーティングの設定 (p. 499)
• pgAdmin の SSH トンネルを使用してConnect します (p. 504)
• AWS Backup を使用してアカウント間で Amazon DynamoDB テーブルをコピーする (p. 507)
• カスタム実装を使用して Amazon DynamoDB テーブルをアカウント間でコピーする (p. 512)
• Amazon RDS と Amazon Aurora の詳細なコストおよび使用状況レポートを作成 (p. 519)
• DataStax エンタープライズを AWS にデプロイ (p. 523)
• Aurora PostgreSQL のカスタムエンドポイントを使用して Oracle RAC ワークロードをエミュレート

します (p. 525)
• Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスの暗号化接続を有効にする (p. 529)
• 既存Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを暗号化する (p. 534)
• 起動時に Amazon RDS データベースの自動タグ付けを強制する (p. 539)
• オンデマンドキャパシティの DynamoDB テーブルのコストを見積もる (p. 543)
• Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストの見積もり (p. 550)
• Aurora PostgreSQL のダイナミック SQL ステートメントの匿名ブロックを処理する (p. 552)
• Aurora PostgreSQL 互換の環境でオーバーロードされた Oracle 関数を処理する (p. 558)
• DynamoDB のタグ付けを強制するのに役立ちます (p. 562)
• AWS DMS と Amazon Aurora によるクロスリージョンの災害復旧の実装 (p. 565)
• 引数が 100 個を超える Oracle 関数とプロシージャを PostgreSQL に移行する (p. 575)
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを AMS を使用する他のアカウントに移行する (p. 579)
• オラクルのアウトバインド変数を PostgreSQL データベースに移行する (p. 585)
• 同じホスト名の SAP HSR を使用して SAP HANA を AWS に移行する (p. 590)
• 分散可用性グループを使用して SQL Server を AWS に移行する (p. 598)
• スタンバイデータベースを使用して Oracle から PostgreSQL データベースに移行する (p. 605)
• AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for Oracle に移行しま

す。 (p. 611)
• 暗号化されていないインスタンスの Amazon Aurora をモニタリングする (p. 617)
• Amazon を使用して Oracle GoldenGate ログを監視する CloudWatch (p. 621)
• Oracle データベースエンタープライズエディションを Amazon RDS for Oracle のスタンダードエディ

ション 2 に再プラットフォーム化 (p. 630)
• Lambda と Secrets Manager を使用して PostgreSQL と Aurora PostgreSQL 用 Amazon RDS のジョ

ブをスケジュールする (p. 637)
• アクティブなスタンバイデータベースを使用して Amazon RDS Custom で Oracle E-ビジネススイート

の HA/DR アーキテクチャをセットアップします。 (p. 641)
• GTID を使用して、Amazon RDS for MySQL と Amazon EC2 上の MySQL 間のデータレプリケーショ

ンをセットアップします (p. 646)
• Amazon RDS Custom for PeopleSoft Oracle の移行ロール (p. 649)
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リンクサーバーを使用してオンプレミ
ス SQL Server データにアクセスします

• ワークロード別のデータベース移行パターン (p. 671)
• その他のパターン (p. 676)

リンクされたサーバーを使用して、Amazon EC2 
上のマイクロソフト SQL Server からオンプレミス
のマイクロソフト SQL Server テーブルにアクセス
する

ティルマラ・ダサリ (AWS) とエドゥアルド・ヴァレンティム (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:データベース ワークロード:マイクロソフト

概要
このパターンでは、リンクされたサーバーを使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
Windows または Linux インスタンスで実行またはホストされている Microsoft SQL Server データベースか
ら、Microsoft Windows で実行されているオンプレミスの Microsoft SQL Server データベーステーブルに
アクセスする方法について説明します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon Linux AMI (Amazon Machine Image) で実行されている Microsoft SQL Server を使用した 

Amazon EC2
• オンプレミスのマイクロソフト SQL サーバー (Windows) サーバーと Windows または Linux EC2 インス

タンス間の AWS Direct Connect

製品バージョン

• SQL Server 2016 以降

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Windows 上で動作するオンプレミスのマイクロソフト SQL Server データベース
• Windows AMI または Linux AMI で実行されているマイクロソフト SQL サーバーを搭載したAmazon 

EC2

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Linux AMI で実行されている Microsoft SQL Server を使用した Amazon EC2
• Windows AMI で実行されている Microsoft SQL Server を使用した Amazon EC2
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Tools

ソースとターゲットのデータベースアーキテクチャ

Tools
• Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) は SQL Server インフラストラクチャを管理するた

めの統合環境です。ユーザーインターフェイスと、SQL Server とやり取りする豊富なスクリプトエディ
ターを備えたツール群が用意されています。

叙事詩
Windows SQL サーバーの SQL サーバーの認証モードを Windows に変更します

タスク 説明 必要なスキル

SSMS 経由で Windows SQL 
サーバーConnect。

  DBA

Windows SQL Server インスタン
スのコンテキスト (右クリック) 
メニューを選択します。

  DBA

Windows の MSSQL サービスを再起動します

タスク 説明 必要なスキル

SQL サービスを再起動します。 1. SSMS オブジェクトエクスプ
ローラーで、SQL Server イン
スタンスを選択します。

2. コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開きます。

3. [再起動] を選択します。

DBA

Windows SQL Server で新しいログイン情報を作成し、アクセスするデータベー
スを選択します

タスク 説明 必要なスキル

[セキュリティ] タブで、[ログイ
ン] のコンテキスト (右クリック) 
メニューを開き、[プロパティ] を
選択します。

  DBA

「一般」タブで、「SQL Server 
認証」を選択し、ユーザー名を
入力し、パスワードを入力して
からパスワードを確認し、次回
のログイン時にパスワードを変

  DBA
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
更するオプションをオフにしま
す。

サーバーロールタブで、[Public] 
を選択します。

  DBA

「ユーザーマッピング」タブ
で、アクセスするデータベー
スとスキーマを選択し、デー
タベースを強調表示してデータ
ベースロールを選択します。

データベーステーブルのデータ
にアクセスするには、public と 
db_datareader を選択します。

DBA

「OK」を選択してユーザーを作
成します。

  DBA

Windows SQL サーバ IP を Linux SQL サーバホストファイルに追加

タスク 説明 必要なスキル

ターミナルウィンドウから Linux 
SQL Server ボックスConnect。

  DBA

/etc/hosts ファイルを開き、SQL 
Server がインストールされてい
る Windows マシンの IP アドレ
スを追加します。

  DBA

ホストファイルを保存します。   DBA

Linux SQL サーバーでリンクサーバーを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ストアドプロシージャ 
master.sys.sp_addlinkedserver 
と 
master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin 
を使用してリンクサーバーを作
成します。

これらのストアドプロシージャ
の使用方法の詳細については、
「追加情報」セクションを参照
してください。

DBA、開発者

作成したリンクサーバーとデータベースを SSMS で確認する

タスク 説明 必要なスキル

SSMS の Linux SQL サーバーで
は、「リンクサーバー」に移動
して更新します。

  DBA

左側のペインで、作成したリン
クサーバーとカタログを開きま
す。

選択した SQL Server データベー
スがテーブルとビューとともに
表示されます。

DBA
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関連リソース

Windows SQL Server データベーステーブルにアクセスできることを確認する

タスク 説明 必要なスキル

SSMS クエリウィンドウで、
「[sqllin] .dms_sample_win.dbo.mlb_data 
から上位 3 つ* を選択」というク
エリを実行します。

FROM 句では 
computer.database.schema.table 
という 4 つの部分からなる構
文が使用されていることに注
意してください (たとえば、
[sqllin] .master.sys.database か
ら「SQL2 データベース」とい
う名前を選択します)。この例で
は、hosts ファイルに SQL2 の
エイリアスを作成したので、角
括弧の間に実際の NetBIOS 名
を入力する必要はありません。
実際の NetBIOS 名を使用する場
合、AWS ではデフォルトで Win-
XXxx などの NetBIOS 名が使用
され、SQL Server ではダッシュ
付きの名前には角括弧が必要で
あることに注意してください。

DBA、開発者

関連リソース
• Linux 上の SQL サーバーのリリースノート 

 

追加情報
ストアドプロシージャを使用してリンクサーバーを作成する

SSMS は Linux SQL Server 用のリンクサーバーの作成をサポートしていないため、これらのストアドプロ
シージャを使用してリンクサーバーを作成する必要があります。

EXEC master.sys.sp_addlinkedserver @server= N'SQLLIN' , @srvproduct= N'SQL Server'     
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin 
 @rmtsrvname=N'SQLLIN',@useself=N'False',@locallogin=NULL,@rmtuser=N'username',@rmtpassword='Test123$'

注 1: Windows SQL Servermaster.dbo.sp_addlinkedsrvlogin で以前に作成したサインイン認証情
報をストアドプロシージャに入力します。

注 2:@serverSQLLIN172.12.12.4 SQLLIN 名前とホストファイルエントリ名は同じでなければなりま
せん。

このプロセスを使用して、以下のシナリオのリンクサーバーを作成できます。

• リンクされたサーバーを経由して Linux SQL サーバーから Windows SQL サーバーへ (このパターンで
指定されているとおり)

• リンクされたサーバーを経由して Windows SQL サーバーから Linux SQL サーバーへ
• Linux SQL サーバーをリンクサーバー経由で別の Linux SQL サーバーに接続する
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AWS の Oracle PeopleSoft に HA を追加

リードレプリカを使用して Amazon RDS 
PeopleSoft カスタムの Oracle に HA を追加します

サンパス・カサーベル (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:データベース; イン
フラストラクチャ

ワークロード:オラクル

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
Amazon Web Services (AWS) で Oracle PeopleSoft エンタープライズリソースプランニング (ERP) ソ
リューションを実行するには、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon RDS 
Custom for Oracle を使用できます。これらのアプリケーションは、基盤となるオペレーティングシステ
ムとデータベース環境へのアクセスを必要とするレガシー、カスタム、およびパッケージ化されたアプリ
ケーションをサポートします。移行を計画する際に考慮すべき重要な要素については、AWS Prescriptive 
Guidance の「Oracle データベース移行戦略」を参照してください。

この記事の執筆時点では、RDS Custom for Oracle はマルチ AZ オプションをサポートしていません。マル
チ AZ オプションは、ストレージレプリケーションを使用する HA ソリューションとして Amazon RDS for 
Oracle で使用できます。代わりに、このパターンでは、プライマリデータベースの物理コピーを作成し
て管理するスタンバイデータベースを使用することで、高可用性を実現します。このパターンは、Oracle 
Data Guard を使用してリードレプリカをセットアップし、HA を備えた Amazon RDS Custom PeopleSoft 
でアプリケーションデータベースを実行するステップに焦点を当てています。

このパターンは、リードレプリカを読み取り専用モードに変更します。リードレプリカを読み取り専用
モードにするには、次のような別の利点があります。

• プライマリデータベースからの読み取り専用ワークロードのオフロード
• Oracle Active Data Guard機能を使用してスタンバイ・データベースから正常なブロックを取得すること

により、破損したブロックを自動的に修復できるようにする
• 遠方同期機能を使用すると、長距離の REDO ログ送信に伴うパフォーマンスのオーバーヘッドなしに、

リモートスタンバイデータベースの同期を維持できます。

レプリカを読み取り専用モードで使用するには、Oracle Active Data Guardオプションが必要です。このオ
プションは、Oracle Database Enterprise Editionの個別のライセンス機能であるため、追加料金がかかり
ます。

前提条件と制限
前提条件

• Amazon RDS PeopleSoft カスタムの既存のアプリケーション。アプリケーションがない場合は、
「Oracle を Amazon RDS カスタムに移行」 PeopleSoft というパターンを参照してください。

• PeopleSoft 単一のアプリケーション階層。ただし、このパターンは、複数のアプリケーション層で動作
するように調整できます。

• Amazon RDS カスタムには少なくとも 8 GB のスワップスペースが設定されています。
• リードレプリカを読み取り専用モードに変換し、それを使用してレポートタスクをスタンバイにオフ

ロードするために使用するためのOracle Active Data Guardデータベースライセンス。詳細について
は、Oracle Custom」を参照してください。
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アーキテクチャ

制限事項

• RDS カスタム for Oracle の一般的な制限事項とサポートされていない構成
• Amazon RDS Custom

製品バージョン

• Amazon RDS カスタムでサポートされている Oracle データベースのバージョンについては、「Oracle 
用 RDS カスタム」を参照してください。

• Amazon RDS カスタムでサポートされている Oracle データベースインスタンスクラスについては、
「Oracle 用 RDS カスタムの DB インスタンスクラスサポート」を参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS Custom for Oracle
• AWS Secrets Manager
• Oracle Active Data Guard
• PeopleSoft オラクル・アプリケーション

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Amazon RDS カスタム DB インスタンスと Amazon RDS カスタムリードレプリカを示してい
ます。リードレプリカは Oracle Active Data Guard を使用して別のアベイラビリティーゾーンにレプリ
ケートします。リードレプリカを使用して、プライマリデータベースの読み取りトラフィックをオフロー
ドしたり、レポートを作成したりすることもできます。

Oracle PeopleSoft on AWS を使用する代表的なアーキテクチャについては、「AWS  PeopleSoft での可用
性の高いアーキテクチャのセットアップ」を参照してください。

Tools
AWS サービス

• Amazon RDS Custom
• AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) 

を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができ
ます。このパターンでは、シークレット名のデータベースユーザーパスワードを Secrets Managerdo-
not-delete-rds-custom-+<<RDS Resource ID>>+-dg から取得します。RDS_DATAGUARD

その他のツール

• Oracle Data Guardは、スタンバイ・データベースの作成、保守、管理、監視に役立ちます。

ベストプラクティス
データ損失ゼロ（RPO=0）の目標に向かって取り組むには、MaxAvailability Data Guard保護モード
を使用し、SYNC+NOAFFIRM REDO転送設定でパフォーマンスを向上させてください。データベース保護
モードの選択の詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

476

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/custom-reqs-limits.html#custom-reqs-limits.limits
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/custom-rr.html#custom-rr.limitations
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.RDSCustom.html#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.RDSCustom.ora
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.RDSCustom.html#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.RDSCustom.ora
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/custom-reqs-limits.html#custom-reqs-limits.instances
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/set-up-a-highly-available-peoplesoft-architecture-on-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/set-up-a-highly-available-peoplesoft-architecture-on-aws.html
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叙事詩
リードレプリカの作成

タスク 説明 必要なスキル

リードレプリカを作成します。 Amazon RDS カスタム DB イン
スタンスのリードレプリカを作
成するには、Amazon RDS ド
キュメントの指示に従い、作成
した Amazon RDS カスタム DB 
インスタンス (「前提条件」セ
クションを参照) をソースデータ
ベースとして使用します。

デフォルトでは、Amazon RDS 
Custom リードレプリカはフィ
ジカルスタンバイとして作成さ
れ、マウントされた状態になり
ます。これは、オラクル・アク
ティブ・データ・ガードのライ
センスに確実に準拠するための
ものです。

このパターンには、マルチテ
ナントコンテナデータベース 
(CDB) または非 CDB インスタン
スを設定するコードが含まれま
す。

DBA

Oracle データガードの保護モードをに変更 MaxAvailability

タスク 説明 必要なスキル

プライマリデータベースの Data 
Guard ブローカ設定にアクセス
します。

この例では、Amazon RDS 
カスタムリードレプリカ
はRDS_CUSTOM_ORCL_D
CDB 以外のインスタンスと 
CDBRDS_CUSTOM_RDSCDB_B
インスタンス用です。CDB 以
外のデータベースはorcl_a (プ
ライマリ) とorcl_d (スタンバ
イ) です。CDB のデータベー
ス名はrdscdb_a (プライマリ) 
とrdscdb_b (スタンバイ) で
す。

RDS Custom リードレプリカ
には、直接接続することも、プ
ライマリデータベースを介して
接続することもできます。デー
タベースのネット・サービス名
は、tnsnames.ora$ORACLE_HOME/
network/adminディレクトリに
あるファイルにあります。RDS 

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
Custom for Oracle は、プライマ
リデータベースとリードレプリ
カにこれらのエントリを自動的
に入力します。

RDS_DATAGUARDユーザーのパ
スワードは、シークレット名で 
AWS Secrets Manager に保存さ
れますdo-not-delete-rds-
custom-+<<RDS Resource 
ID>>+-dg。Secrets Manager か
ら取得した SSH (Secure Shell) 
キーを使用して RDS カスタムイ
ンスタンスに接続する方法の詳
細については、「SSH を使用し
て RDS カスタム DB インスタン
スに接続する」を参照してくだ
さい。

Data Guardコマンドライン 
(dgmgrl) からOracle Data Guard
ブローカ構成にアクセスするに
は、次のコードを使用します。

CDCDB CDB CDB

$ dgmgrl 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Fri Sep 30 22:44:49 2022
Version 19.10.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates. All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "ORCL_D"
Connected as SYSDG.
DGMGRL>  
DGMGRL> show database orcl_d
Database - orcl_d
Role: PHYSICAL STANDBY
Intended State: APPLY-ON
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Average Apply Rate: 11.00 
 KByte/s
Instance(s):
ORCL
SUCCESS
DGMGRL>

CDB
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タスク 説明 必要なスキル

-bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_B
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Wed Jan 11 20:24:11 2023
Version 19.16.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates. All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "RDSCDB_B"
Connected as SYSDG.
DGMGRL>
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b
Database - rdscdb_b 
  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
ON 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Average Apply Rate: 2.00 
 KByte/s 
  Real Time Query:    OFF 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL>

479



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

プライマリノードから DGMGRL 
に接続して、ログ転送設定を変
更します。

ログ転送モードをFastSync、や
り直し転送設定に対応するに変
更しますSYNC+NOAFFIRM。役割
を切り替えた後に設定が有効に
なるように、プライマリデータ
ベースとスタンバイデータベー
スの両方の設定を変更してくだ
さい。

CDCDB CDB CDB

DGMGRL>
DGMGRL> edit database 
 orcl_d set property 
 logxptmode=fastsync;
Property "logxptmode" 
 updated
DGMGRL> show database orcl_d 
 LogXptMode;
LogXptMode = 'fastsync'
DGMGRL> edit database 
 orcl_a set property 
 logxptmode=fastsync;
Property "logxptmode" 
 updated
DGMGRL> show database orcl_a 
 logxptmode;
LogXptMode = 'fastsync'
DGMGRL>    

CDB

DGMGRL> edit database 
 rdscdb_b set property 
 logxptmode=fastsync;DGMGRL> 
 edit database 
 rdscdb_b set property 
 logxptmode=fastsync;
Property "logxptmode" 
 updated
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b LogXptMode; 
  LogXptMode = 'fastsync'
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_a set property 
 logxptmode=fastsync;
Property "logxptmode" 
 updated
DGMGRL> show database 
 rdscdb_a logxptmode; 
  LogXptMode = 'fastsync'
DGMGRL>

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

MaxAvailability保護モードをに変
更します。

MaxAvailabilityDGMGRLプラ
イマリノードからに接続して、
保護モードをに変更します。

CDCDB CDB CDB

DGMGRL> edit configuration 
 set protection mode as 
 maxavailability;
Succeeded.
DGMGRL> show configuration;
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - Physical standby 
 database  
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 38 
 seconds ago)
DGMGRL> 

CDB

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 57 
 seconds ago)
DGMGRL>

DBA

レプリカのステータスをマウントから読み取り専用に変更し、やり直し適用を有
効にする

タスク 説明 必要なスキル

スタンバイデータベースへのや
り直し適用を停止します。

リードレプリカは、MOUNTデ
フォルトでモードで作成されま
す。読み取り専用モードで開く
には、DGMGRLまずプライマリ
ノードまたはスタンバイノード
から接続して、再適用をオフに
する必要があります。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
CDCDB CDB CDB

DGMGRL> show database 
 orcl_dDGMGRL> show database 
 orcl_d
Database - orcl_d
Role: PHYSICAL STANDBY
Intended State: APPLY-ON
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Average Apply Rate: 11.00 
 KByte/s
Real Time Query: OFF
Instance(s):
ORCL
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL> edit database orcl_d 
 set state=apply-off;
Succeeded.
DGMGRL> show database orcl_d
Database - orcl_d
Role: PHYSICAL STANDBY
Intended State: APPLY-OFF
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Apply Lag: 42 seconds 
 (computed 1 second ago)
Average Apply Rate: 
 (unknown)
Real Time Query: OFF
Instance(s):
ORCL
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL>

CDB

DGMGRL> show 
 configurationDGMGRL> show 
 configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 57 
 seconds ago)
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b;
Database - rdscdb_b 
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タスク 説明 必要なスキル
  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
ON 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Average Apply Rate: 2.00 
 KByte/s 
  Real Time Query:    OFF 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_b set state=apply-
off;
Succeeded.
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b;
Database - rdscdb_b 
  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
OFF 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Average Apply Rate: 
 (unknown) 
  Real Time Query:    OFF 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
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タスク 説明 必要なスキル

リードレプリカのインスタンス
を読み取り専用モードで開。

TNS エントリを使用してスタン
バイデータベースに接続し、プ
ライマリノードまたはスタンバ
イノードからConnect して読み
取り専用モードで開きます。

CDCDB CDB CDB

$ sqlplus 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D 
 as sysdg
-bash-4.2$ sqlplus 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D 
 as sysdg
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 
 - Production on Fri Sep 30 
 23:00:14 2022
Version 19.10.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2020, Oracle. All rights 
 reserved.
Enter password:  
Last Successful login time: 
 Fri Sep 30 2022 22:48:27 
 +00:00
Connected to:
Oracle Database 19c 
 Enterprise Edition Release 
 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.10.0.0.0
SQL> select open_mode from v
$database;
OPEN_MODE
--------------------
MOUNTED
SQL> alter database open 
 read only;
Database altered.
SQL> select open_mode from v
$database;
OPEN_MODE
--------------------
READ ONLY
SQL> 

CDB

-bash-4.2$ sqlplus 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_B 
 as sysdg
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 
 - Production on Wed Jan 11 
 21:14:07 2023
Version 19.16.0.0.0
Copyright (c) 1982, 2022, 
 Oracle.  All rights 
 reserved.
Enter password:  

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
Last Successful login time: 
 Wed Jan 11 2023 21:12:05 
 +00:00
Connected to:
Oracle Database 19c 
 Enterprise Edition Release 
 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.16.0.0.0
SQL> select name,open_mode 
 from v$database;
NAME   OPEN_MODE
--------- 
 --------------------
RDSCDB   MOUNTED
SQL> alter database open 
 read only;
Database altered.
SQL> select name,open_mode 
 from v$database;
NAME   OPEN_MODE
--------- 
 --------------------
RDSCDB   READ ONLY
SQL>
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タスク 説明 必要なスキル

Redo Custom。 プライマリノードまたはスタン
バイノードのDGMGR L を使用し
て、リードレプリカインスタン
スで redo apply を有効にしま
す。

CDCDB CDB CDB

$ dgmgrl 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Fri Sep 30 23:02:16 2022
Version 19.10.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates. All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "ORCL_D"
Connected as SYSDG.
DGMGRL>  
edit database orcl_d set 
 state=apply-on;
DGMGRL> edit database orcl_d 
 set state=apply-on;
Succeeded.
DGMGRL> show database orcl_d
Database - orcl_d
Role: PHYSICAL STANDBY
Intended State: APPLY-ON
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Average Apply Rate: 496.00 
 KByte/s
Real Time Query: ON
Instance(s):
ORCL
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL>

CDB

-bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_B-
bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_B
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Wed Jan 11 21:21:11 2023
Version 19.16.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates.  All rights 
 reserved.

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "RDSCDB_B"
Connected as SYSDG.
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_b set state=apply-
on;
Succeeded.
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b            
Database - rdscdb_b 
  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
ON 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 0 seconds 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 0 seconds 
 ago) 
  Average Apply Rate: 35.00 
 KByte/s 
  Real Time Query:    ON 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b    
Database - rdscdb_b 
  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
ON 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Average Apply Rate: 16.00 
 KByte/s 
  Real Time Query:    ON 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL>

関連リソース
• Amazon RDS を Oracle PeopleSoft データベースとして設定する (AWS ホワイトペーパー)
• オラクル・データ・ガード・ブローカー・ガイド (オラクル・リファレンス・ドキュメント)
• データガードの概念と管理 (Oracle リファレンスドキュメント)
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追加情報
データベース保護モードを選択してください

Oracle Data Guardには、可用性、保護、パフォーマンスの要件に基づいてData Guard環境を構成するため
の3つの保護モードが用意されています。次の表では、これら 3 つ以上の内容がまとめてあります。

保護モード トランスポート設定をやり直す 説明

最大限のパフォーマンス ASYNC プライマリ・データベースで発
生するトランザクションの場
合、REDOデータは非同期的に
送信され、スタンバイ・データ
ベースのREDOログに書き込まれ
ます。したがって、パフォーマ
ンスへの影響は最小限です。

MaxPerformance非同期ログ配
布のため、RPO=0 を提供できま
せん。

最大限の保護 SYNC+AFFIRM プライマリ・データベースの
トランザクションでは、トラ
ンザクションが確認される前
に、REDOデータが同期的に送
信され、ディスク上のスタンバ
イ・データベースREDOログに書
き込まれます。スタンバイデー
タベースが使用できなくなる
と、プライマリデータベースは
自動的にシャットダウンされ、
トランザクションが確実に保護
されます。

SYNC+AFFIRM MaxProtectionこれはモード
と似ていますが、スタンバイ
データベースから確認が受信さ
れない場合が異なります。その
場合、REDO ストリームを同期
されたスタンバイデータベース
に再び書き込めるようになるま
で、MaxPerformanceプライマ
リデータベースの可用性を維持
するモードになっているかのよ
うに動作します。

最大限の可用性

SYNC+NOAFFIRM プライマリ・データベースのト
ランザクションでは、REDOは
スタンバイ・データベースに
同期的に送信され、プライマリ
はスタンバイ・ディスクに書き
込まれたという確認を待つのみ
で、REDOがスタンバイ・ディス
クに書き込まれたことの確認を
待つのみです。このモードは別
名ですがFastSync、複数の障害
が同時に発生した特殊なケース
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SAP HANA データベースの自動バックアップ

では、データが失われる可能性
がありますが、パフォーマンス
が向上します。

RDS Custom for Oracle のリードレプリカは、Oracle Data Guard のデフォルトの保護モードでもある最大
パフォーマンス保護モードで作成されます。最大パフォーマンスモードでは、プライマリデータベースの
パフォーマンスへの影響を最小限に抑えることができるため、秒単位で測定されるリカバリポイント目標 
(RPO) の要件を満たすことができます。

データ損失ゼロ（RPO=0）の目標を達成するには、Oracle DataMaxAvailabilitySYNC+NOAFFIRM
Guardの保護モードをREDO転送の設定でカスタマイズしてパフォーマンスを向上させることができま
す。プライマリデータベースへのコミットは、対応するやり直しベクトルがスタンバイデータベースに正
常に送信された後にのみ確認されるため、プライマリインスタンスとレプリカ間のネットワーク遅延は、
コミットの影響を受けやすいワークロードにとって非常に重要です。MaxAvailabilityリードレプリ
カをモードで実行するようにカスタマイズした場合のパフォーマンスへの影響を評価するために、ワーク
ロードの負荷テストを実行することをお勧めします。

1 つ以上の以上の以上の以上の以上の以上の以上の以上の以上の以上の以上の以上のはありません。ただ
し、プライマリとリードレプリカを同じアベイラビリティーゾーンにデプロイしても、万が一、アベイラ
ビリティーゾーンが使用できなくなった場合、プライマリインスタンスとリードレプリカインスタンスの
両方が影響を受けるため、HA 要件を満たさない可能性があります。

Systems Manager を使用して SAP HANA データ
ベースを自動的にバックアップし、 EventBridge

アンバリッシュ・サターカー (AWS) とガウラヴ・ラスが作成

code: code:) は、

• HDB バックアップ_SSM _ド
キュメント

環境: 本番稼働用 テクノロジー: データベース; ス
トレージとバックアップ

ワークロード: SAP AWS サービス: Amazon EC2; ア
マゾン EventBridge; Amazon S3; 
AWS Systems Manager

概要
このパターンは、AWS Systems Manager、Amazon、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 3 
EventBridge、および SAP HANA 用 AWS Backint Agent を使用して SAP HANA データベースのバック
アップを自動化する方法を示しています。

このパターンにより、BACKUP DATA コマンドを使用するシェルスクリプトベースのアプローチが可能に
なり、多数のシステムにわたってオペレーティングシステム (OS) インスタンスごとにスクリプトやジョ
ブ構成を管理する必要がなくなります。

前提条件と制限
前提条件
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• Systems Manager 用に設定されている実行中の Amazon EC2) インスタンスで、サポートされている実
行中の、サポートされている実行中の SAP Cloud (Amazon EC2) インスタンスで、サポートされている
実行中の、サポートされている実行中の SAP Cloud (Amazon EC2) インスタンス (Linux

• Systems Manager エージェント (SSM エージェント) 2.3.274.0 以降のインストール (SSM エージェン
ト) をインストールしています。

• パブリックアクセスが有効になっていない S3 バケット
• hdbuserstoreという名前のキーSYSTEM

• スケジュールどおりに実行するための AWS Identity and Access Management (IAM) ロール (IAM) ロール
の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの

• AmazonSSMManagedInstanceCoressm:StartAutomationExecutionおよびポリシーは Systems 
Manager オートメーションサービスロールに添付されます。

機能制限

• SAP HANA 用 AWS Backint Agent は重複排除をサポートしていません。
• SAP HANA 用 AWS Backint Agent はデータ圧縮をサポートしていません。

製品バージョン

AWS Backint Agent は、以下のオペレーティングシステムでサポートされています。

• SUSE Linux Enterprise Server
• SUSE Linux Enterprise Server for SAPP 用S
• Red Hat Enterprise Linux for SAPE

AWS Backint Agent は、以下のデータベースをサポートしています。 

• SAP HANA 1.0 SP12 (シングルノードとマルチノード)
• SAP HANA 2.0 以降 (シングルノードとマルチノード)

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS バッキングエージェント* Backint Agent
• Amazon S3
• AWS Systems Manager
• アマゾン EventBridge
• SAP HANA

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS Backint Agent、S3 バケット、および Systems Manager をインストールするインストー
ルスクリプトと EventBridge、コマンドドキュメントを使用して定期的なバックアップをスケジュールす
るインストールスクリプトを示しています。

自動化とスケール
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Tools

• Systems Manager 自動化ランブックを使用して、複数の AWS Backint エージェントをインストールで
きます。

• Systems Manager ランブックを実行するたびに、ターゲットの選択に基づいて n 個の SAP HANA イン
スタンスまで拡張できます。

• EventBridge SAP HANA バックアップを自動化できます。

Tools
• AWS Backint Agent for SAP HANA は、既存のワークフローと統合して、設定ファイルで指定した S3 

バケットに SAP HANA データベースをバックアップするスタンドアロンアプリケーションです。AWS 
Backint エージェントは、SAP HANA データベースの完全バックアップ、増分バックアップ、差分バッ
クアップをサポートしています。SAP HANA データベースサーバー上で実行され、バックアップとカタ
ログが SAP HANA データベースから AWS Backint Agent に転送されます。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するために使用で
きるサーバーレスのイベントバスサービスです。 EventBridge は、アプリケーション、SaaS (Software 
as as as as as as as) アプリケーション、および AWS のサービスからのリアルタイムデータのストリー
ムを、AWS Lambda 関数、API デスティネーションを使用した HTTP 呼び出しエンドポイント、または
他のアカウントのイベントバスなどのターゲットに配信します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスです。Simple 
Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保
存および取得できます。

• AWS Systems Manager は、AWS のインフラストラクチャを表示および制御するのに役立ちま
す。Systems Manager コンソールを使用すると、AWS のさまざまなサービスの運用データを確認で
き、AWS リソース全体に関わる運用タスクを自動化できます。

Code

aws-backint-automated-backup GitHub このパターンのコードはリポジトリにあります。

叙事詩
HDBUSERStore キーシステムの作成

タスク 説明 必要なスキル

HDユーザーストアキーを作成し
ます。

1. /usr/sap/<SID>/
HDB<Inst No>/exe に移動
します。

2. SAP HANA データベースの
インスタンス番号を使用し
て、次のコマンドを実行しま
す。XX

hdbuserstore -i set SYSTEM 
 <hostname>:3XX13@SYSTEMDB 
 SYSTEM 

たとえば、インスタンス番号
のある SAP HANAsaphanadb
ホストの場合は00、次のコマ
ンドを実行します。

AWS 管理者、SAP HANA 管理者

491

https://docs.aws.amazon.com/sap/latest/sap-hana/aws-backint-agent-sap-hana.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://github.com/aws-samples/aws-backint-automated-backup


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

hdbuserstore -i set SYSTEM 
 saphanadb:30013@SYSTEMDB 
 SYSTEM

AWS バッキングエージェントのインストール

タスク 説明 必要なスキル

AWS Backint Agent します。 AWS バッキングエージェント
のドキュメントの「SAP HANA 
用 AWS Backint Agent Backint 
Agent インストールと設定」の指
示に従ってください。

AWS 管理者、SAP HANA 管理者

Systems Manager コマンドドキュメントを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

Systems Manager コマンドド
キュメントを作成します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして AWS 
Systems Manager コンソール
を開きます。

2. [ドキュメント] を選択し、 [自
分が所有しています] を選択し
ます。

3. SAP HANA データベースと同
じ AWS リージョンにいるこ
とを確認します。

4. [ドキュメントを作成]、[コマ
ンド]、または [セッション] を
選択してドキュメントを作成
します。 

5. スペースを含まない、一意で
わかりやすい名前を使用し
てください (例:SAP HANA-
Backup)。

6. [ドキュメントタイプ] が [コマ
ンドドキュメント] に設定され
ていることを確認します。 

7. Content ヘッダーの下に
は、いくつかのサンプル
コードがあります。必ず
JSON コードタイプを選択
し、HDB_Backup_SSM_Document.jsonGitHub 
コードをリポジトリのファイ
ルにあるコードに置き換えて
ください。

8. [Create document] を選択しま
す。

AWS 管理者、SAP HANA 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
9. 「自分が所有している」セク

ションでドキュメントを確認
してください。

定期的にバックアップをスケジュールする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EventBridge を使用し
て定期的なバックアップをスケ
ジュールします。

1. Amazon EventBridge コンソー
ルを開き、[ルール] を選択
し、[ルールを作成] を選択し
ます。

2. [Define rule] 画面で、ルールの
固有の名前と説明を入力し、
デフォルトのイベントバスを
使用します。

3. [ルールタイプ] で [スケジュー
ル] を選択し、[次へ] を選択し
ます。

4. [スケジュールの定義] 画面
で、必要な頻度に基づいて適
切なスケジュールパターンと 
cron または rate 表現を選択し
ます。

5. [ターゲットの選択] 画面の 
[ターゲットタイプ] で、[AWS 
service] を選択します。[ター
ゲットの選択] で、[Systems 
Manager コマンドを実行] を
選択します。

6. 先ほど作成したドキュメント
を選択します。

7. [ターゲットキー] と [ターゲッ
ト値] に、インスタンス ID を
入力します。タグ名とタグ値
を使用して複数のインスタン
スを追加できます。

8. 「自動化パラメーターの設
定」で、インクリメンタル
バックアップまたは差分バッ
クアップの場合は「コンスタ
ント」を選択します。フル・
バックアップを行う場合は、
「パラメータなし」を選択し
ます。

9. 新しいロールを作成するか、
既存のロールを使用するかを
選択します。既存のロールを
使用する場合は、そのロール
にターゲットを呼び出すため
に必要なポリシーがあること
を確認してください。

AWS 管理者、SAP HANA 管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
10.デフォルトの追加設定のま

ま、[次へ] を選択します。
11.タグの設定画面はオプション

です。[次へ] を選択します。
12.「確認と作成」画面で、ルー

ル設定を確認し、「作成」を
選択します。ルールは正常に
作成されているはずです。

バックアップの成功は、S3 バ
ケットパスから確認できます。 

 s3:/<your_bucket_name>/
<target folder>/<SID>/usr/
sap/<SID>/SYS/global/hdb/
backint/DB_<SID>/

SAP HANA バックアップカタロ
グからバックアップを確認する
こともできます。

関連リソース
• SAP HANA 向け AWS Backint Agent
• SAP HANA 用 AWS Backint Agent インストールと設定

クラウドカストディアンを使用して Amazon RDS 
へのパブリックアクセスをブロックする

アベイ・クマール (AWS) とドワリカ・パトラ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:データベース、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード、オープンソース

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
多くの組織は、複数のクラウドベンダーでワークロードとサービスを実行しています。このようなハイブ
リッドクラウド環境では、クラウドインフラストラクチャには、個々のクラウドプロバイダーが提供す
るセキュリティに加えて、厳格なクラウドガバナンスが必要です。Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) などのクラウドデータベースは、アクセスと権限の脆弱性を監視する必要がある重要な
サービスの1つです。セキュリティグループを設定することで Amazon RDS データベースへのアクセス
を制限できますが、2 番目の保護層を追加して、パブリックアクセスなどのアクションを禁止することも
できます。パブリックアクセスのブロックは、一般データ保護規令 (GDPR)、Health Insurance Portability 
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前提条件と制限

and Accountability Act (HIPAA)、Nelational Industry Data Security Standard (PCI DSS)、Payment Card 
Industry Data Security Standard (PCI DSS) に準拠するのに役立ちます。

Cloud Custodian は、Amazon RDS などのAmazon Web Services (AWS) リソースにアクセス制限を適用
するために使用できるオープンソースのルールエンジンです。Cloud Custodian では、定義されたセキュ
リティおよびコンプライアンス基準に照らして環境を検証するルールを設定できます。Cloud Custodian 
を使用すると、セキュリティポリシー、タグポリシーの遵守、未使用リソースのガベージコレクション、
コスト管理を確実にすることで、クラウド環境を管理できます。Cloud Custodian では、単一のインター
フェイスを使用してハイブリッドクラウド環境にガバナンスを実装できます。たとえば、クラウドカスト
ディアンインターフェイスを使用して AWS や Microsoft Azure を操作できるため、AWS Config、AWS セ
キュリティグループ、Azure ポリシーなどのメカニズムを操作する手間が省けます。

このパターンでは、AWS の Cloud Custodian を使用して Amazon RDS インスタンスにパブリックアクセ
シビリティを制限する方法を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• key pair
• AWS Lambda のインストール

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS
• AWS CloudTrail
• AWS Lambda
• Cloud Custodian

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、クラウドカストディアンが Lambda にポリシーをデプロイし、AWS CloudTrail
CreateDBInstance がイベントを開始し、Amazon RDS で Lambda 関数を falsePubliclyAccessible
に設定しているところを示しています。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、運用リスクの監査に役立ちま
す。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サー
ビスとやり取りするためのオープンソースツールです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御して、AWS 
リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理管理管理管理管理する必要があるコンピュー
ティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に
使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
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叙事詩

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショナルデータベース
をセットアップ、運用、スケーリングするのに役立ちます。

その他のツール

• Cloud Custodian は、多くの組織がパブリッククラウドアカウントを管理するために使用するツールと
スクリプトを 1 つのオープンソースツールに統合します。ポリシーの定義と適用にはステートレスルー
ルエンジンを使用し、メトリクス、構造化された出力、クラウドインフラストラクチャの詳細なレポー
トを提供します。サーバーレスランタイムと緊密に統合されているため、運用上のオーバーヘッドを抑
えながらリアルタイムの修正と対応が可能になります。

叙事詩
AWS CLI のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

AWS CLI のインストール AWS CLI をインストールするに
は、AWS ドキュメントの指示に
従ってください。

AWS 管理者

AWS 認証情報をセットアップし
ます。

AWS リージョンや使用する出力
形式など、AWS CLI が AWS と
やり取りするために使用する設
定を設定します。

$>aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 <your_secret_access_key>
Default region name [None]:
Default output format 
 [None]:

詳細については、AWS ドキュメ
ントを参照してください。

AWS 管理者

IAM ロールを作成します。 Lambda 実行ロールを使用して 
IAM ロールを作成するには、次
のコマンドを実行します。

aws iam create-role 
 --role-name lambda-ex 
 --assume-role-policy-
document '{"Version": 
 "2012-10-17","Statement": 
 [{ "Effect": "Allow", 
 "Principal": {"Service": 
 "lambda.amazonaws.com"}, 
 "Action": 
 "sts:AssumeRole"}]}

AWS DevOps
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叙事詩

クラウドカストディアンのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

クラウドカストディアンをイン
ストールします。

ご使用のオペレーティングシス
テムと環境に Cloud Custodian 
をインストールするには、Cloud 
Custodian ドキュメントの指示に
従ってください。

DevOps エンジニア

クラウドカストディアンスキー
マを確認してください。

ポリシーを実行できる Amazon 
RDS リソースの完全なリストを
確認するには、次のコマンドを
使用してください。

custodian schema aws.rds

DevOps エンジニア

クラウドカストディアンポリ
シーを作成します。

YAML 拡張機能を使用し
て、Cloud Custodian ポリシー
ファイルの [追加情報] セクショ
ンにあるコードを保存します。

DevOps エンジニア

パブリックアクセス可能なフ
ラグを変更するには、Cloud 
Custodian アクションを定義して
ください。

1. カストディアンコード (例:/
Users/abcd/custodian/
lib/python3.9/
site-packages/c7n/
resources/rds.py) を探し
ます。

2. RDSSetPublicAvailabilityで
クラスを見つけrds.py、「追
加情報」セクションの c7n 
resources rds.py ファイルにあ
るコードを使用してこのクラ
スを変更します。

DevOps エンジニア

リハーサルの実行 （オプション）リソースに対し
てアクションを実行せずにポリ
シーによって識別されるリソー
スを確認するには、次のコマン
ドを使用します。

custodian run -dryrun 
 <policy_name>.yaml -s 
 <output_directory>

DevOps エンジニア

ポリシーのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

Lambda を使用してポリシーをデ
プロイします。

ポリシーを実行する Lambda 関
数を作成するには、次のコマン
ドを使用します。

DevOps エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

custodian run -s policy.yaml

その後、このポリシーは AWS 
CloudTrail CreateDBInstance
イベントによって開始されま
す。

その結果、AWS Lambda は、基
準に一致するインスタンスに対
してパブリックにアクセス可能
なフラグを false に設定します。

関連リソース
• AWS Lambda
• Amazon RDS
• クラウドカストディアン

追加情報
クラウドカストディアンポリシー YAML ファイル

policies: 
  - name: "block-public-access" 
    resource: rds 
    description: | 
      This Enforcement blocks public access for RDS instances. 
    mode: 
      type: cloudtrail 
      events: 
        - event: CreateDBInstance # Create RDS instance cloudtrail event 
          source: rds.amazonaws.com 
          ids: requestParameters.dBInstanceIdentifier 
      role: arn:aws:iam::1234567890:role/Custodian-compliance-role 
    filters: 
      - type: event 
        key: 'detail.requestParameters.publiclyAccessible' 
        value: true 
    actions: 
      - type: set-public-access 
        state: false

c7n リソース rds.py ファイル

@actions.register('set-public-access') 
 class RDSSetPublicAvailability(BaseAction): 
  
     schema = type_schema( 
         "set-public-access", 
         state={'type': 'boolean'}) 
     permissions = ('rds:ModifyDBInstance',) 
  
     def set_accessibility(self, r): 
         client = local_session(self.manager.session_factory).client('rds') 
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Always On 可用性グループでの

読み取り専用ルーティングの設定

         waiter = client.get_waiter('db_instance_available') 
         waiter.wait(DBInstanceIdentifier=r['DBInstanceIdentifier']) 
         client.modify_db_instance( 
             DBInstanceIdentifier=r['DBInstanceIdentifier'], 
             PubliclyAccessible=self.data.get('state', False)) 
  
  
     def process(self, rds): 
         with self.executor_factory(max_workers=2) as w: 
             futures = {w.submit(self.set_accessibility, r): r for r in rds} 
             for f in as_completed(futures): 
                 if f.exception(): 
                     self.log.error( 
                         "Exception setting public access on %s  \n %s", 
                         futures[f]['DBInstanceIdentifier'], f.exception()) 
         return rds

Security Hub の統合

Cloud Custodian を AWS Security Hub と統合して、セキュリティ調査結果を送信し、是正措置を試みるこ
とができます。詳細については、「AWS Security Hub とのクラウドカストディアンの統合のお知らせ」を
参照してください。

AWS 上の SQL Server の常時稼働可用性グループ
での読み取り専用ルーティングの設定

作成者:スバニ・シェイク (AWS)

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:データベース; イン
フラストラクチャ

ワークロード:マイクロソフト

AWS サービス:AWS マネージ
ドマイクロソフト AD、Amazon 
EC2

概要
このパターンでは、読み取り専用のワークロードをプライマリレプリカからセカンダリレプリカにオフ
ロードして SQL Server Always On のスタンバイセカンダリレプリカを使用する方法について説明しま
す。

one-to-one データベースミラーリングにはマッピングがあります。セカンダリデータベースを直接読み
取ることはできないため、スナップショットを作成する必要があります。常時稼働の可用性グループ機能
は、Microsoft SQL Server 2012 で導入されました。後のバージョンでは、読み取り専用ルーティングなど
の主要な機能が導入されました。Always On 可用性グループでは、レプリカモードを読み取り専用に変更
することで、セカンダリレプリカから直接データを読み取ることができます。

Always On 可用性グループソリューションは、高可用性 (HA)、障害回復 (DR)、およびデータベースミ
ラーリングの代替手段をサポートします。Always On 可用性グループはデータベースレベルで機能し、一
連のユーザーデータベースの可用性を最大化します。

SQL Server は、読み取り専用ルーティングメカニズムを使用して、受信した読み取り専用接続をセカンダ
リリードレプリカにリダイレクトします。これを実現するには、接続文字列に次のパラメータと値を追加
する必要があります。
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前提条件と制限

• ApplicationIntent=ReadOnly
• Initial Catalog=<database name>

前提条件と制限
前提条件

• AWS ctive Directory (VPC)、2 つのアベイラビリティーゾーン、プライベートサブネット、およびセ
キュリティグループを持つActive Directory

• インスタンスレベルで Windows Server フェイルオーバークラスタリング (WSFC) が設定された SQL 
Server 2019 エンタープライズエディション Amazon マシンイメージを搭載した 2 台の Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) マシンと、SQL Server レベルでプライマリノード (WSFCNODE1) とセカ
ンダリノード () の間に設定された Always On 可用性グループ (1 つは Microsoft Active Directory ディレ
クトリディレクトリの一部であるWSFCNODE2)tagechtalk.com

• read-onlyセカンダリレプリカで受け付けるように構成された 1 つ以上のノード
• AlwaysSQLAG1 On 可用性グループにちなんで名付けられたリスナー
• 2 つのノードで同じサービスアカウントで実行されている SQL Server データベースエンジン
• SQL Management Studio (SSMS)
• という名前のテストデータベースtest

製品バージョン

• SQL 2014 以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EC2
• AWS Managed Microsoft AD
• Amazon FSx

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Always On 可用性グループ (AG) リスナーが、ApplicationIntent接続内のパラメーターを
含むクエリを適切なセカンダリノードにリダイレクトする方法を示しています。

1. リクエストは Always On 可用性グループリスナーに送信されます。
2. ApplicationIntent接続文字列にパラメータがない場合、リクエストはプライマリインスタンスに送

信されます。
3. 接続文字列にが含まれる場合ApplicationIntent=ReadOnly、リクエストは読み取り専用ルーティ

ング設定のセカンダリインスタンス、つまり Always On 可用性グループを持つ WSFC に送信されま
す。

Tools
AWS サービス
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ベストプラクティス

• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory は、AWS クラウドのDirectory を使用できるように
します。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、すばやくスケールアップまたは
スケールダウンできます。

• Amazon FSx は、業界標準の接続プロトコルをサポートし、AWS リージョン全体で高い可用性とレプリ
ケーションを提供するファイルシステムを提供します。

その他のサービス

• SQL Management Studio (SSMS) は、SQL インスタンスを接続、管理、管理するためのツールです。
• sqlcmd はコマンドラインユーティリティです。

ベストプラクティス
Always On 可用性グループの詳細については、SQL Server のドキュメントを参照してください。

叙事詩
読み取り専用ルーティングを設定

タスク 説明 必要なスキル

レプリカを読み取り専用に更新
します。

プライマリレプリカとセカンダ
リレプリカの両方を読み取り専
用に更新するには、SSMS か
らプライマリレプリカに接続
し、追加情報セクションのス
テップ 1 コードを実行します。

DBA

ルーティング URL を作成しま
す。

両方のレプリカのルーティン
グURLを作成するには、追加
情報セクションのステップ2
コードを実行します。このコー
ドでは、tagechtalk.com
AWS Managed Microsoft Active 
Directory の名前です。

DBA

ルーティングリストを作成しま
す。

両方のレプリカのルーティング
リストを作成するには、追加情
報セクションのステップ3コード
を実行します。

DBA

ルーティングリストを検証しま
す。

SQL Server Management Studio 
からプライマリインスタンス
Connect し、[追加情報] セクショ
ンのステップ 4 コードを実行し
てルーティングリストを検証し
ます。

DBA
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読み取り専用ルーティングのテスト

タスク 説明 必要なスキル

ApplicationIntent パラメータを使
用してConnect します。

1. SSMS から、Always 
OnApplicationIntent=ReadOnly;Initial 
Catalog=test 可用性グルー
プのリスナー名にを使用して
接続します。

2. セカンダリレプリカとの接続
が確立されます。これをテ
ストするには、次のコマンド
を実行して、接続されている
サーバー名を表示します。

SELECT 
 SERVERPROPERTY('ComputernamePhysicalNetBios')

出力には、現在のセカンダリ
レプリカ名 (WSFCNODE2) が表
示されます。

DBA

フェイルオーバーを実行しま
す。

1. SSMS から、Always On 可用
性グループのリスナー名に接
続します。

2. プライマリデータベースとセ
カンダリデータベースが同期
していて、データが失われて
いないことを確認します。

3. フェイルオーバーを実行し
て、現在のプライマリレプリ
カがセカンダリレプリカにな
り、セカンダリレプリカがプ
ライマリレプリカになるよう
にします。

4. SSMS から、Always 
OnApplicationIntent=ReadOnly;Initial 
Catalog=test 可用性グルー
プのリスナー名にを使用して
接続します。

5. セカンダリレプリカとの接続
が確立されます。これをテ
ストするには、次のコマンド
を実行して、接続されている
サーバー名を表示します。

SELECT 
 SERVERPROPERTY('ComputernamePhysicalNetBios')

現在のセカンダリレプリカ名 
(WSFCNODE1) が表示されま
す。

DBA
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トラブルシューティング

sqlcmd コマンドラインユーティリティを使用してConnect する

タスク 説明 必要なスキル

sqlcmd を使用してConnect しま
す。

sqlcmd から接続するには、コ
マンドプロンプトの追加情報セ
クションからステップ 5 コード
を実行します。接続したら、次
のコマンドを実行して、接続さ
れているサーバー名を表示しま
す。

SELECT 
 SERVERPROPERTY('ComputernamePhysicalNetBios') .

出力には、現在のセカンダリレ
プリカ名 (WSFCNODE1) が表示さ
れます。

DBA

トラブルシューティング

問題 解決策

リスナーの作成が失敗し、「WSFC クラスターは
ネットワーク名リソースをオンラインにできませ
んでした」というメッセージが表示されます。

詳細については、Microsoftのブログ記事「リス
ナーの作成が失敗し、「WSFCクラスターがネッ
トワーク名リソースをオンラインにできませんで
した」というメッセージが表示されて失敗しま
す。

他のリスナーの問題やネットワークアクセスの問
題を含む潜在的な問題。

Microsoft ドキュメントの「Always On 可用性
グループ構成のトラブルシューティング (SQL 
Server)」を参照してください。

関連リソース
• Always On 可用性グループの読み取り専用ルーティングの設定
• Always On 可用性グループ構成のトラブルシューティング (SQL Server)

追加情報
[Step 1.](ステップ 1.) レプリカを読み取り専用に更新

ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE1' WITH (SECONDARY_ROLE 
 (ALLOW_CONNECTIONS = READ_ONLY))
GO
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE2' WITH (SECONDARY_ROLE 
 (ALLOW_CONNECTIONS = READ_ONLY))
GO

[Step 2.](ステップ2.) ルーティング URL の作成
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pgAdmin の SSH トンネルを使用してConnect します

ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE1' WITH (SECONDARY_ROLE 
 (READ_ONLY_ROUTING_URL = N'TCP://WSFCNode1.tagechtalk.com:1433'))
GO
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE2' WITH (SECONDARY_ROLE 
 (READ_ONLY_ROUTING_URL = N'TCP://WSFCNode2.tagechtalk.com:1433'))
GO

[Step 3.](ステップ 3.) ルーティングリストを作成する

ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE1' WITH 
 (PRIMARY_ROLE(READ_ONLY_ROUTING_LIST=('WSFCNODE2','WSFCNODE1')));
GO
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE2' WITH (PRIMARY_ROLE 
 (READ_ONLY_ROUTING_LIST=('WSFCNODE1','WSFCNODE2')));
GO

[Step 4.](ステップ 4.) ルーティングリストを検証

SELECT AGSrc.replica_server_name AS PrimaryReplica, AGRepl.replica_server_name AS 
 ReadOnlyReplica, AGRepl.read_only_routing_url AS RoutingURL , AGRL.routing_priority 
 AS RoutingPriority FROM sys.availability_read_only_routing_lists AGRL INNER JOIN 
 sys.availability_replicas AGSrc ON AGRL.replica_id = AGSrc.replica_id INNER JOIN 
 sys.availability_replicas AGRepl ON AGRL.read_only_replica_id = AGRepl.replica_id INNER 
 JOIN sys.availability_groups AV ON AV.group_id = AGSrc.group_id ORDER BY PrimaryReplica

ステップ 5: SQL コマンドユーティリティ

sqlcmd -S SQLAG1,1433 -E -d test -K ReadOnly

pgAdmin の SSH トンネルを使用してConnect しま
す

ジーバン・シェティ (AWS) とバヌ・ガネーシュ・グディバダ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:データベース、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

ワークロード:オープンソース

AWS サービス:アマゾン 
RDS、Amazon Aurora

概要
セキュリティ上の理由から、データベースは常にプライベートサブネットに配置するとよいでしょう。
データベースに対するクエリは、Amazon Service Service Service Service Service Cloud (AWS) クラウ
ドのパブリックサブネットにある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 要塞ホストを介して接
続することで実行できます。これには、開発者やデータベース管理者が一般的に使用する pgAdmin や 
DBeaver などのソフトウェアを Amazon EC2 ホストにインストールする必要があります。

Linuxサーバー上でpgAdminを実行し、Webブラウザーからアクセスするには、追加の依存関係をインス
トールし、権限を設定し、構成する必要があります。
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前提条件と制限

別の解決策として、開発者またはデータベース管理者は pgAdmin を使用して PostgreSQL データベースに
接続し、ローカルシステムから SSH トンネルを有効にすることができます。この方法では、pgAdmin は
データベースに接続する前に、パブリックサブネットの Amazon EC2 ホストを中間ホストとして使用しま
す。「アーキテクチャ」セクションの図は、セットアップを示しています。

注:PostgreSQL データベースに接続されているセキュリティグループが Amazon EC2 ホストからのポート 
5432 での接続を許可していることを確認してください。

前提条件と制限
前提条件

• 既存の AWS アカウント
• パブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ Virtual Pridate Cloud (VP)
• セキュリティグループがアタッチされた EC2 インスタンス
• セキュリティグループがアタッチされた Amazon Aurora PostgregreSQL エディションエディション

データベース
• トンネルを設定するためのSure Sure Sure Sure Sure Sure Sure Sure Sure Sure Sure Sure Sure

製品バージョン

• pgAdmin バージョン 6.2+
• Amazon Aurora PostgregreSQL エディションバージョン 12.7 +

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EC2
• Amazon Aurora PostgregreSQL-Compute

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、pgAdmin と SSH トンネルを使用して、インターネットゲートウェイを経由して EC2 インスタ
ンスに接続し、EC2 インスタンスはデータベースに接続していることを示しています。

Tools
AWS サービス

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイメントのセットアップ、運
用、およびスケーリングに役立つ、フルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエン
ジンです。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、すばやくスケールアップまたは
スケールダウンできます。

その他のサービス

• pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管
理、使用に役立つグラフィカルインターフェイスを提供します。
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叙事詩

叙事詩
接続を作成する

タスク 説明 必要なスキル

サーバーを作成します。 pgAdmin で、[作成] を選択
し、[サーバー] を選択しま
す。pgAdmin を設定してサー
バーを登録し、接続を設定し、
サーバーダイアログを使用して 
SSH トンネリング経由で接続す
る方法の詳細については、「関
連リソース」セクションのリン
クを参照してください。

DBA

サーバーの名前を指定します。 「一般」タブで名前を入力しま
す。

DBA

データベースの詳細を入力しま
す。

[接続] タブで、次の値を入力しま
す。

• ホスト名/アドレス
• ポート
• メンテナンスデータベース
• ユーザー名
• [Password] (パスワード)

DBA

Amazon EC2 サーバーの詳細を
入力します。

SSH トンネルタブで、パブリッ
クサブネットにある Amazon 
EC2 インスタンスの詳細を入力
します。

• [SSH トンネリングを使用
する] を [はい] に設定し
て、pgAdmin が指定のサー
バーに接続するときに SSH ト
ンネルを使用するように指定
します。

• 「トンネルホスト」フィール
ドに、SSH ホストの名前また
は IP アドレス (10.x.x.x など) 
を指定します。

• 「Tunnel port」フィールド
に、SSH ホストのポート (22 
など) を指定します。

• 「ユーザー名」フィールド
に、SSH ホストのログイン権
限を持つユーザーの名前 (ec2-
user など) を指定します。

• 認証の種類を ID ファイルとし
て指定して、pgAdmin が接続
時に秘密鍵ファイルを使用す
るようにします。

DBA
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
• プライバシー強化メール 

(PEM) ファイルの場所を ID 
ファイルフィールドに入力
します。.pem ファイルは 
Amazon EC2 key pair です。

保存して接続します。 [保存] を選択してセットアップを
完了し、SSH トンネルを使用し
て Aurora PostgreSQL 互換デー
タベースに接続します。

DBA

関連リソース
• サーバーダイアログ
• サーバーにConnect

AWS Backup を使用してアカウント間で Amazon 
DynamoDB テーブルをコピーする

作成者:ラムクマール・ラマヌジャム (AWS)

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

AWS サービス: Amazon 
DynamoDB; AWS Backup

概要
Amazon Web Services (AWS) で Amazon DynamoDB を使用する際の一般的な使用例は、開発、テスト、
またはステージング環境の DynamoDB テーブルを、本番環境にあるテーブルデータとコピーまたは同期
することです。標準的な方法として、各環境では異なる AWS アカウントを使用します。 

AWS Backup は、DynamoDB、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、その他の AWS サービス
のデータのクロスリージョンおよびクロスアカウントのバックアップと復元をサポートしています。こ
のパターンは、AWS Backup のクロスアカウントバックアップと復元を使用して AWS アカウント間で 
DynamoDB テーブルをコピーする手順を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• 同じ AWS 組織に属するアクティブな AWS アカウント 2 つ
• 両方のアカウントの DynamoDB テーブル。
• AWS バックアップボールトを作成および使用するための AWS Identity and Access Management (IAM) 

アクセス許可

機能制限
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アーキテクチャ

• ソースとターゲットの AWS アカウントは、同じ AWS Organizations 組織に属している必要がありま
す。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Backup 
• Amazon DynamoDB

ターゲットアーキテクチャ

1. ソースアカウントの AWS Backup バックアップボールトに DynamoDB テーブルバックアップを作成し
ます。

2. バックアップをターゲットアカウントのバックアップ保管庫にコピーします。
3. ターゲットアカウントのバックアップボルトからのバックアップを使用して、 DynamoDb ターゲット

アカウントのテーブルを復元します。

自動化とスケーリング

AWS Backup を使用して、特定の間隔でバックアップを実行するようにスケジュールできます。

Tools
• AWS Backup — AWS Backup は、AWS のサービス、クラウド内、およびオンプレミス間で一元化およ

びデータ保護を自動化するフルマネージドサービスです。このサービスを使用すると、AWS リソース
のバックアップポリシーを設定し、1 つの場所でバックアップポリシーを設定し、AWSリソースのアク
ティビティを監視できます。これにより、以前、実行していたバックアップタスクは自動化および統合
されるため service-by-service、カスタムスクリプトや手動プロセスを作成する必要がなくなります。

• Amazon DynamoDB — Amazon DynamoDB は、高速で予測可能なパフォーマンスを発揮するフルマ
ネージド NoSQL データベースサービスです。

叙事詩
ソースアカウントとターゲットアカウントで AWS Backup 機能を有効にする

タスク 説明 必要なスキル

DynamoDB とクロスアカウント
バックアップの高度な機能を有
効にします。

ソース AWS アカウントとター
ゲット AWS アカウントの両方
で、以下を実行します。

1. AWS マネジメントコンソール
で、AWS Backup コンソール
を開きます。

2. [Settings] (設定) を選択しま
す。

3. [Amazon DynamoDB バック
アップの高度な機能] で、[高

AWS DevOps、移行エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
度な機能] が有効になっている
ことを確認するか、[有効にす
る] を選択します。

4. [クロスアカウント管理] の [ク
ロスアカウントバックアップ] 
で、[有効にする] を選択しま
す。

ソースアカウントとターゲットアカウントにバックアップボルトを作成

タスク 説明 必要なスキル

バックアップボールトを作成し
ます。

ソース AWS アカウントとター
ゲット AWS アカウントの両方
で、以下を実行します。

1. AWS Backup コンソール
で、バックアップボールトを
選択します。

2. [バックアップボールトを作成] 
を選択します。

3. バックアップボールトの 
Amazon リソースネーム 
(ARN) をコピーして保存しま
す。

ソースアカウントとターゲット
アカウント間で DynamoDB テー
ブルバックアップをコピーする
場合、ソースとターゲットの両
方のバックアップボルトの ARN 
が必要になります。

AWS DevOps、移行エンジニア

バックアップボルトを使用してバックアップとリストアを実行する

タスク 説明 必要なスキル

ソースアカウント
で、DynamoDB テーブルバック
アップを作成します。

ソースアカウントの DynamoDB 
テーブルのバックアップを作
成するには、次の操作を行いま
す。

1. AWS Backup ダッシュボード
ページで、[オンデマンドバッ
クアップの作成] を選択しま
す。

2. [設定] セクションの [リソース
タイプ] で、[DynamoDB] を選
択し、テーブル名を選択しま
す。

AWS DevOps、DBA、マイグ
レーションエンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
3. Backup 保管庫ドロップダウン

リストで、ソースアカウント
で作成したバックアップ保管
庫を選択します。

4. 希望する保存期間を選択しま
す。

5. [Create on-demand backup (オ
ンデマンドバックアップを作
成)] を選択します。 

新しいバックアップジョブが作
成されます。 

バックアップジョブのステータ
スを監視するには、AWS Backup
Jobs ページで [Backup Jobs] タ
ブを選択します。このタブに
は、アクティブなバックアップ
ジョブ、進行中のバックアップ
ジョブ、完了したバックアップ
ジョブがすべて一覧表示されま
す。

510



AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

ソースアカウントからターゲッ
トアカウントにバックアップを
コピーします。

バックアップジョブが完了した
ら、ソースアカウントのバック
アップボールトからターゲット
アカウントのバックアップボー
ルトに DynamoDB テーブルバッ
クアップをコピーします。

バックアップボールトをコピー
するには、ソースアカウントで
次の操作を行います。

1. AWS Backup コンソール
で、バックアップボールトを
選択します。

2. [バックアップ] 
で、DynamoDB テーブルバッ
クアップを選択します。

3. [アクション]、[コピー] の順に
選択します。

4. ターゲットのアカウントの 
AWS リージョンを入力しま
す。

5. 外部データ保管庫の ARN に
は、対象アカウントで作成し
たバックアップ保管庫の ARN 
を入力します。

6. バックアップをソースアカウ
ントからターゲットアカウ
ントにコピーするには、ター
ゲットアカウントのバック
アップボルトで、別のアカウ
ントからのアクセスを有効に
します。

AWS DevOps、移行エンジニ
ア、データベース管理者

ターゲットアカウントのバック
アップを復元します。

ターゲット AWS アカウントで、
以下を実行します。

1. AWS Backup コンソール
で、バックアップボールトを
選択します。

2. [バックアップ] で、ソースア
カウントからコピーしたバッ
クアップを選択します。

3. [アクション]、[復元] を選択し
ます。

4. 復元するターゲット 
DynamoDB テーブルの名前を
入力します。

AWS DevOps、DBA、マイグ
レーションエンジニア

関連リソース
• DynamoDB で AWS Backup を使用する
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アカウント間の Amazon DynamoDB テーブルのコピー

• AWS アカウントでのバックアップコピーの作成
• AWS Backup 料金

カスタム実装を使用して Amazon DynamoDB テー
ブルをアカウント間でコピーする

ラムクマー・ラマヌジャム (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション ソース:Amazon DynamoDB ターゲット:Amazon DynamoDB

R タイプ:該当なし ワークロード:その他すべての
ワークロード

テクノロジー:データベース

AWS サービス:Amazon 
DynamoDB

概要
Amazon Web Services（AWS）で Amazon DynamoDB を使用する場合の一般的な使用例は、開発、テス
ト、またはステージング環境の DynamoDB テーブルを本番環境のテーブルデータとコピーまたは同期す
ることです。標準的な方法として、環境ごとに異なる AWS アカウントを使用します。

DynamoDB は、AWS Backup を使用したクロスアカウントバックアップをサポートするようになりまし
た。AWS Backup を使用する際の関連ストレージコストについては、「AWS Backup の料金」を参照して
ください。AWS Backup を使用してアカウント間でコピーする場合、ソースアカウントとターゲットアカ
ウントは AWS Organizations 組織の一部でなければなりません。AWS DAWS Data Pipeline や AWS Glue 
などの AWS サービスを使用して、クロスアカウントのバックアップと復元を行うソリューションは他に
もあります。ただし、これらのソリューションを使用すると、デプロイして維持する AWS サービスの数
が増えるため、アプリケーションのフットプリントが増加します。 

Amazon DynamoDB ストリームを使用して、ソースアカウントのテーブルの変更をキャプチャすることも
できます。次に、AWS Lambda 関数を開始し、ターゲットアカウントのターゲットテーブルに対応する変
更を加えることができます。しかし、この解決策は、ソーステーブルとターゲットテーブルを常に同期さ
せなければならないユースケースにも当てはまります。データが頻繁に更新される開発、テスト、および
ステージング環境には適用されない場合があります。

このパターンでは、Amazon DynamoDB テーブルをあるアカウントから別のアカウントにコピーするカス
タムソリューションを実装する手順を示します。このパターンは、C#、Java、Python などの一般的なプ
ログラミング言語を使用して実装できます。AWS SDK でサポートされている言語を使用することをお勧
めします。

前提条件と制限
前提条件

• 2 つのアクティブな AWS アカウント
• 両方のアカウントの DynamoDB テーブル
• AWS Identity and Access Management (IA) ロールとポリシーに関する知識
• C#、Java、Python などの一般的なプログラミング言語を使用して Amazon DynamoDB テーブルにアク

セスする方法に関する知識
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アーキテクチャ

機能制限

このパターンは、約 2 GB 以下の DynamoDB テーブルに適用されます。接続やセッションの中断、スロッ
トリング、障害や再試行を処理するロジックが追加されているため、より大きなテーブルにも使用できま
す。

ソーステーブルから項目を読み込む DynamoDB スキャンオペレーションでは、1 回の呼び出しで取得でき
るデータは最大で 1 MB です。2 GB を超える大きなテーブルでは、この制限によりテーブル全体のコピー
を実行する合計時間が長くなる可能性があります。

アーキテクチャ

自動化とスケール

このパターンは、サイズが小さい (2 GB 程度) DynamoDB テーブルに適用されます。 

このパターンを大きなテーブルに適用するには、次の問題に対処してください。

• テーブルコピー操作中は、異なるセキュリティトークンを使用して 2 つのアクティブなセッションが
維持されます。テーブルのコピー操作にトークンの有効期限よりも時間がかかる場合は、セキュリティ
トークンを更新するロジックを設定する必要があります。 

• 十分なキャパシティユニット (RCU) と書き込みキャパシティーユニット (WCU) が書き込みテーブルで
キャパシティユニット (WCU) が書き込みキャパシティユニット (WCU) が読み取りキャパシティユニッ
ト (WCU) が書き込みキャパシティユニット (WCU) が書き込みテーブルで制限されることがあります。
これらの例外を必ずcatch して処理してください。 

• その他の障害や例外を処理し、再試行するメカニズムを設定して再試行するか、コピー操作が失敗した
ところから続行します。

Tools
Tools

• Amazon DynamoDB — Amazon DynamoDB は、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可
能なパフォーマンスを発揮するフルマネージド NoSQL データベースサービスです。 

• 必要な追加ツールは、実装用に選択したプログラミング言語によって異なります。たとえば、C# を使用
する場合は、Microsoft Visual Studio NuGet と次のパッケージが必要になります。
• AWSSDK
• AWSSDK.DynamoDBv2

Code

次の Python コードスニペットは、Boto3 ライブラリを使用して DynamoDB テーブルを削除して再作成し
ます。

IAMAWS_SECRET_ACCESS_KEY ユーザーのAWS_ACCESS_KEY_ID AND は使用しないでください。これら
は長期的な認証情報であり、AWS サービスにプログラム的にアクセスする場合には使用しないでくださ
い。一時的な認証情報の詳細については、「ベストプラクティス」セクションを参照してください。

TEMPORARY_SESSION_TOKEN次のコードスニペットで使用されてい
るAWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY、、およびは、AWS Security Tocess (AWS STS) か
ら取得した一時的な認証情報です。

import boto3
import sys
import json
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Tools

#args = input-parameters = GLOBAL_SEC_INDEXES_JSON_COLLECTION, ATTRIBUTES_JSON_COLLECTION, 
 TARGET_DYNAMODB_NAME, TARGET_REGION, ...

#Input param: GLOBAL_SEC_INDEXES_JSON_COLLECTION
#[{"IndexName":"Test-index","KeySchema":[{"AttributeName":"AppId","KeyType":"HASH"},
{"AttributeName":"AppType","KeyType":"RANGE"}],"Projection":
{"ProjectionType":"INCLUDE","NonKeyAttributes":["PK","SK","OwnerName","AppVersion"]}}]

#Input param: ATTRIBUTES_JSON_COLLECTION
#[{"AttributeName":"PK","AttributeType":"S"},{"AttributeName":"SK","AttributeType":"S"},
{"AttributeName":"AppId","AttributeType":"S"},
{"AttributeName":"AppType","AttributeType":"N"}]

region = args['TARGET_REGION']
target_ddb_name = args['TARGET_DYNAMODB_NAME']

global_secondary_indexes = json.loads(args['GLOBAL_SEC_INDEXES_JSON_COLLECTION'])
attribute_definitions = json.loads(args['ATTRIBUTES_JSON_COLLECTION'])

# Drop and create target DynamoDB table
dynamodb_client = boto3.Session( 
        aws_access_key_id=args['AWS_ACCESS_KEY_ID'], 
        aws_secret_access_key=args['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'], 
        aws_session_token=args['TEMPORARY_SESSION_TOKEN'], 
    ).client('dynamodb') 
     
# Delete table
print('Deleting table: ' + target_ddb_name + ' ...')

try: 
    dynamodb_client.delete_table(TableName=target_ddb_name) 

    #Wait for table deletion to complete 
    waiter = dynamodb_client.get_waiter('table_not_exists') 
    waiter.wait(TableName=target_ddb_name) 
    print('Table deleted.')
except dynamodb_client.exceptions.ResourceNotFoundException: 
    print('Table already deleted / does not exist.') 
    pass

print('Creating table: ' + target_ddb_name + ' ...')

table = dynamodb_client.create_table( 
    TableName=target_ddb_name, 
    KeySchema=[ 
        { 
            'AttributeName': 'PK', 
            'KeyType': 'HASH'  # Partition key 
        }, 
        { 
            'AttributeName': 'SK', 
            'KeyType': 'RANGE'  # Sort key 
        } 
    ], 
    AttributeDefinitions=attribute_definitions, 
    GlobalSecondaryIndexes=global_secondary_indexes, 
    BillingMode='PAY_PER_REQUEST'
) 
     
waiter = dynamodb_client.get_waiter('table_exists')
waiter.wait(TableName=target_ddb_name) 
     
print('Table created.')
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ベストプラクティス

ベストプラクティス
テンポラリ認証情報

セキュリティ上のベストプラクティスとして、AWS サービスにプログラム的にアクセスする際には、IAM 
ユーザーのAWS_ACCESS_KEY_I D とAWS_SECRET_ACCESS_KEY D は使用しないでください。これらは
長期にわたる認証情報だからです。プログラムで AWS サービスにアクセスするには、常に一時的な認証
情報を使用するようにしてください。

例として、開発者が開発中にアプリケーション内の 
IAMAWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY ユーザーのおよびをハードコーディングしても、
変更をコードリポジトリにプッシュする前にハードコードされた値を削除できない場合があります。こ
れらの公開された認証情報は、意図しないユーザーや悪意のあるユーザーによって使用される可能性があ
り、重大な影響を及ぼす可能性があります（特に、公開された認証情報に管理者権限がある場合）。これ
らの公開された認証情報を、IAコンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、
直ちに非アクティブ化または削除する必要があります。

AWS サービスにプログラム的にアクセスするための一時的な認証情報を取得するには、AWS STS を使用
してください。一時的な認証情報は、指定された時間（15 分から 36 時間）のみ有効です。一時的な認証
情報の最大許容期間は、ロール設定やロールチェーンなどの要因によって異なります。AWS STS の詳細
については、ドキュメントを参照してください。

叙事詩
DynamoDB テーブルのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

DynamoDB テーブルを作成しま
す。

ソースとターゲットの両方の 
AWS アカウントに、インデック
ス付きの DynamoDB テーブルを
作成します。

キャパシティプロビジョニング
をオンデマンドモードに設定す
ると、DynamoDB はワークロー
ドに基づいて読み取り/書き込み
キャパシティを動的にスケーリ
ングできます。 

または、4000 個の RCU と 4000 
個の WCU でプロビジョニングさ
れた容量を使用することもでき
ます。

アプリ開発者、DBA、移行エン
ジニア

ソーステーブルにデータを入力
します。

ソースアカウントの DynamoDB 
テーブルにテストデータを入
力します。50 MB 以上のテス
トデータがあると、テーブルコ
ピー中に消費されたRCUのピー
ク時と平均値を確認するのに役
立ちます。その後、必要に応じ
てキャパシティプロビジョニン
グを変更できます。

アプリ開発者、DBA、移行エン
ジニア
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叙事詩

DynamoDB テーブルにアクセスするための認証情報を設定する

タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットの 
DynamoDB テーブルにアクセス
するための IAM ロールを作成し
ます。

ソースアカウントの DynamoDB 
テーブルにアクセス (読み取り) 
する権限を持つ IAM ロールを
ソースアカウントに作成しま
す。

ソースアカウントをこのロール
の信頼できるエンティティとし
て追加します。

ターゲットアカウントの 
DynamoDB テーブルにアクセ
ス (作成、読み取り、更新、削
除) する権限を持つ IAM ロールを
ターゲットアカウントに作成し
ます。 

ターゲットアカウントをこの
ロールの信頼できるエンティ
ティとして追加します。

アプリ開発者、AWS DevOps

アカウントから別のアカウントにテーブルデータをコピーする

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールの一時的な認証情報
を取得します。

ソースアカウントで作成された 
IAM ロールの一時的な認証情報
を取得します。

ターゲットアカウントで作成さ
れた IAM ロールの一時的な認証
情報を取得します。

IAM ロールの一時的な認証情報
を取得する 1 つの方法は、AWS 
CLI から AWS STS を使用するこ
とです。

aws sts assume-role --role-
arn arn:aws:iam::<account-
id>:role/<role-name> --role-
session-name <session-name> 
 --profile <profile-name>

適切な AWS プロファイル (ソー
スまたはターゲットアカウント
に対応する) を使用してくださ
い。

一時的な認証情報を取得する
さまざまな方法の詳細について
は、以下を参照してください。

アプリ開発者、移行エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• AWS Security Token Service 

API リファレンス
• CLI アクセス用の IAM ロール

認証情報の取得

ソースとターゲットの 
DynamoDB アクセス用に 
DynamoDB クライアントを初期
化します。

ソースとターゲット DynamoDB 
テーブルの AWS SDK によって
提供される DynamoDB クライア
ントを初期化します。

• ソース DynamoDB クライアン
トには、ソースアカウントか
ら取得した一時的な認証情報
を使用します。

• ターゲット DynamoDB クライ
アントには、ターゲットアカ
ウントから取得した一時的な
認証情報を使用します。

IAの一時認証情報を使用したリ
クエスト方法の詳細について
は、AWS ドキュメントを参照し
てください。

アプリケーションデベロッパー

ターゲットテーブルを削除して
再作成します。

ターゲットアカウントの 
DynamoDB クライアントを使用
して、ターゲットアカウントの
ターゲット DynamoDB テーブル 
(およびインデックス) を削除して
再作成します。

DynamoDB テーブルからすべて
のレコードを削除すると、プロ
ビジョニングされた WCU が消費
されるため、コストのかかる操
作になります。テーブルを削除
して再作成することで、このよ
うな余分なコストを回避できま
す。

テーブルを作成した後にイン
デックスを追加できますが、そ
れには 2 ～ 5 分ほど時間がか
かります。テーブルの作成中に 
indexescreateTable コレク
ションを呼び出しに渡すことで
インデックスを作成する方が効
率的です。

アプリケーションデベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

テーブルコピーを実行します。 すべてのデータがコピーされる
まで、次の手順を繰り返しま
す。

• ソース DynamoDB クライアン
トを使用して、ソースアカウ
ントのテーブルをスキャンし
ます。各 DynamoDB スキャン
はテーブルから 1 MB のデータ
しか取得しないため、すべて
の項目またはレコードが読み
込まれるまでこの操作を繰り
返す必要があります。

• スキャンされた項目のセッ
トごとに、AWS SDK for 
DynamoDBBatchWriteItem
の呼び出しを使用して、ター
ゲット DynamoDB クライア
ントを使用してターゲット
アカウントのテーブルに項
目を書き込みます。これによ
り、DynamoDBPutItem への
リクエストの数が減ります。 

• BatchWriteItemには 25 
回の書き込みまたは入力、
または最大 16 MB の制限
があります。を呼び出す
前に、スキャンしたアイテ
ムを 25 個ずつ蓄積するロ
ジックを追加する必要があ
りますBatchWriteItem。
BatchWriteItem正常
にコピーできなかった
項目のリストを返しま
す。このリストを使用し
て、BatchWriteItem成功し
なかった項目のみで別の呼び
出しを実行する再試行ロジッ
クを追加します。

詳細については、添付ファイル
セクションの C# のリファレン
ス実装 (テーブルのドロップ、作
成、および入力用) を参照してく
ださい。 JavaScript テーブル設
定オブジェクト表記 (JSON) ファ
イルの例も添付されています。

アプリケーションデベロッパー

関連リソース
• Amazon DynamoDB ドキュメント
• AWS アカウントでの IAユーザーの作成
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• AWS SDK
• AWS リソースを使用した一時的な認証情報の使用

追加情報
このパターンは、C# を使用して 200,000 項目 (平均項目サイズは 5 KB、テーブルサイズ 250 MB) を含む 
DynamoDB テーブルをコピーするために実装されました。ターゲット DynamoDB テーブルは、4000 個の 
RCU と 4000 個の WCU のキャパシティをプロビジョニングしてセットアップされました。

テーブルの削除と再作成を含む、(ソースアカウントからターゲットアカウントへの) テーブルのコピー操
作の完了には 5 分かかりました。消費されたキャパシティユニットの総数：30,000個のRCUと約40万個の
WCU。

DynamoDB キャパシティモードの詳細については、AWS ドキュメントの「読み取り/書き込みキャパシ
ティモード」を参照してください。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon RDS と Amazon Aurora の詳細なコストお
よび使用状況レポートを作成

ラクシュマナン・ラクシュマナン (AWS) とスダルシャン・ナラシムハンによって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:データベース、コ
スト管理、分析

AWS サービス:Amazon 
Athena、Amazon 
Aurora、Amazon RDS、AWS 
Billing and Cost Management

概要
このパターンは、ユーザー定義のコスト配分タグを設定して、Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) または Amazon Aurora クラスターの使用コストを追跡する方法を示しています。これらの
タグを使用して、複数のディメンションにわたるクラスターの詳細なコストと使用状況レポートを AWS 
Cost Explorer で作成できます。たとえば、チーム、プロジェクト、またはコストセンターレベルで使用コ
ストを追跡し、そのデータを Amazon Athena で分析できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 1 つ以上の Amazon RDS または Amazon Aurora インスタンス

機能制限
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

タグ付けの制限については、AWS 請求ユーザーガイドを参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS または Amazon Aurora
• AWS コストと使用状況レポート
• AWS Cost Explorer
• Amazon Athena

ワークフローとアーキテクチャ

タグ付けと分析ワークフローは次のステップで構成されます。

1. データエンジニア、データベース管理者、または AWS 管理者が Amazon RDS または Aurora クラス
ターのユーザー定義コスト配分タグを作成します。

2. AWS 管理者がタグを有効化します。
3. タグはメタデータを AWS Cost Explorer に報告します。
4. データエンジニア、データベース管理者、または AWS 管理者が毎月のコスト配分レポートを作成しま

す。
5. データエンジニア、データベース管理者、または AWS 管理者が Amazon Athena を使用して毎月のコ

スト配分レポートを分析します。

次の図は、Amazon RDS または Aurora インスタンスの使用コストを追跡するためにタグを適用する方法
を示しています。

 

次のアーキテクチャ図は、コスト配分レポートが Amazon Athena と統合されて分析される様子を示して
います。

毎月のコスト配分レポートは、指定した Amazon S3 バケットに保存されます。エピックのセクションで
説明されているように AWS CloudFormation テンプレートを使用して Athena をセットアップすると、
テンプレートは AWS Glue クローラー、AWS Glue データベース、Amazon 簡易通知システム (Amazon 
SNS) イベント、AWS Lambda 関数、AWS Identity など、いくつかの追加リソースをプロビジョニングし
ます。Lambda 関数のアクセス管理 (IAM) ロール。新しいコストデータファイルが S3 バケットに到着す
ると、イベント通知を使用してこれらのファイルが Lambda 関数に転送されて処理されます。Lambda 関
数は、AWS Glue データカタログのテーブルを作成または更新するための AWS Glue クローラージョブを
開始します。その後、このテーブルを使用して Athena 内のデータをクエリします。

 

Tools
• Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータを標準 SQL を使用し

て簡単に分析できるようになります。
• Amazon Aurora はフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、クラウド向けに構築さ

れ、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデー

タベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• AWS CloudFormation はコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) サービスであり、AWS やサード
パーティのリソースを簡単にモデル化、プロビジョニング、管理できます。

• AWS Cost Explorer を使用すると、AWS のコストと使用状況を表示および分析できるようになります。

叙事詩
Amazon RDS または Aurora クラスターのタグを作成してアクティブ化する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS または Aurora クラ
スター用のユーザー定義のコス
ト配分タグを作成します。

新規または既存の Amazon RDS 
または Aurora クラスターにタグ
を追加するには、Amazon Aurora 
ユーザーガイドの「タグの追
加、一覧表示、削除」の手順に
従ってください。

注:Amazon Aurora クラスター
のセットアップ方法について
は、Amazon Aurora ユーザーガ
イドの MySQL と PostgreSQL の
手順を参照してください。

AWS 管理者、データエンジニ
ア、DBA

ユーザー定義のコスト配分タグ
を有効にします。

AWS Billing ユーザーガイド
の「ユーザー定義コスト配分タ
グの有効化」の指示に従ってく
ださい。

AWS 管理者

コストと使用状況レポートの作成

タスク 説明 必要なスキル

クラスターのコストと使用状況
レポートを作成して設定しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS
Billing Console (AWS Athena 
Management Console) を開き
ます。

2. 左のナビゲーションペイン
で、[コストと使用状況レポー
ト] を選択します。

3. [Create report (レポートを作
成)] を選択します。

4. レポート名を入力し、他のオ
プションはデフォルト設定の
ままにして、[次へ] (次へ) を
選択します。

5. [Configure] を選択し、既存
の S3 バケットの詳細を入力
します。この画面から新しい 
S3 バケットを作成することも
できます。[次へ] を選択しま
す。

アプリケーション所有者、AWS 
管理者、DBA、一般的な AWS、
データエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
6. バケットに適用されるデフォ

ルトポリシーを確認し、確
認チェックボックスを選択し
て、[保存] を選択します。

7. レポートパスのプレフィック
スには、レポート名の前に付
けるプレフィックスを指定し
ます。

8. 時間単位では、レポート用に
データを収集する頻度に応
じて、「時間単位」、「日単
位」、または「月単位」を選
択します。

9. レポートのバージョン管理で
は、新しいバージョンのレ
ポートを個別に作成するか、
既存のレポートをバージョン
ごとに上書きするかを選択し
ます。

10.のレポートデータ統合を有効
にするには、Amazon Athena
を選択します。圧縮タイプが 
Parquet に設定されているこ
とを確認します。

11.[次へ] を選択します。
12.レポート設定を確認し、[レ

ビューと完了] を選択します。

データは 24 時間以内に利用可能
になります。

コストと使用状況レポートデータの分析

タスク 説明 必要なスキル

コストと使用状況レポートの
データを分析します。

1. Athena をセットアップして
使用し、レポートデータを
分析します。手順について
は、AWS Athena Athena を
使用したコストと使用状況
レポートユーザーガイドの
「Amazon Athena を使用し
たコストと使用状況レポート
のクエリ」を参照してくださ
い。AthAWS CloudFormation 
テンプレートを使用すること
をお勧めします。

2. Athena クエリクエリの実行。
たとえば、次の SQL クエリを
使用してデータ更新のステー
タスを確認できます。

アプリケーション所有者、AWS 
管理者、DBA、一般的な AWS、
データエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

select status from 
 cost_and_usage_data_status

詳細については、『AWS コ
ストおよび使用状況レポート
ユーザーガイド』の「Amazon 
Athena クエリの実行」を参照し
てください。

注:SQL クエリを実行するとき
は、ドロップダウンリストか
ら正しいデータベースが選択さ
れていることを確認してくださ
い。

関連リソース
リファレンス:

• AWS CloudFormation テンプレートを使用して Athena をセットアップする (推奨)
• AAthena の手動セットアップ
• Amazon Athena クエリクエリ
• レポートデータを他のリソースに読み込む

チュートリアルとビデオ

• Amazon Athena レポート分析YouTube

DataStax エンタープライズを AWS にデプロイ
バジ・シェイク (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:データベース

概要
このパターンは、選択したAmazon Web Services（AWS） DataStax クラウド構成にエンタープライズ
（DSE）を自動的にデプロイする方法を示しています。

DSEは、Apache Cassandraを搭載したクラウド・アプリケーション用の常時稼働のデータ・プラット
フォームです。DSEプラットフォームは、単一障害点なしで複数のノードにわたるビッグ・データ・
ワークロードを処理するように設計されています。DSEは、 peer-to-peer データがクラスター内のすべ
てのノードに分散される同種のノードに分散されたシステムを採用することで、障害の問題に対処しま
す。DSEは、インテリジェントで魅力的なクラウド・アプリケーションを短期間で作成できるように設計
された高度な機能を提供します。DSEの各ノードには、CassandraをApache Solr、Apache Spark、DSE 
Graphと組み合わせることによって提供される強力なインデックス作成、検索、分析、グラフ機能が統合
されています。一度データを書き込むと、さまざまなワークロードやアクセスパターンを使用してデータ
にアクセスでき、すべて単一のまとまりのあるソリューションから行うことができます。 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

このパターンは、Amazon Web Services (AWS) DataStax と共同で開発した AWS クイックスタートを利
用しています。 DataStax は AWS パートナーネットワーク (APN) パートナーです。

前提条件と制限
• アクティブな AWS アカウント 

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• 該当しない

ターゲットテクノロジースタック

この例としては、以下のコンポーネントには、以下のコンポーネントが含まれます。

• 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる高可用性アーキテクチャ。
• パブリックサブネットとプライベートサブネットで設定されたVirtual プライベートクラウド (VPS) サブ

ネットには、パブリックサブネットとプライベートサブネットが含まれます。
• インターネットへのアクセスを許可するインターネットゲートウェイ。
• プライベートサブネット内のリソースへのアウトバウンドインターネットアクセスを許可するマネージ

ドネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイ。
• SAS S S S S S S S Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

S S S S S S S S S S S S S S OpsCenter
• DSEデータセンターおよびノード用の追加のAmazon EC2インスタンス。DSEデータセンターは、ワー

クロードを分離するためにノードを論理的にグループ化したものです。
• デプロイされたノードインスタンスか、Amazon EElastic Block Store (Amazon EBS) インスタンスか

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• クイックスタート:AWSDataStax のエンタープライズ

叙事詩
クイックスタートのアクセスとデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

必要に応じてクイックスタート
を起動します。

デプロイ前の手順については、
クイックスタートデプロイガイ
ド (「参考資料とヘルプ」セク
ションを参照) を参照し、表示さ
れたリンクからクイックスター
トを起動します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

その他の要件がある場合は、ク
イックスタートをカスタマイズ
して起動します。

GitHub リポジトリから AWS 
CloudFormation テンプレートを
ダウンロードし (「参考資料とヘ
ルプ」セクションを参照)、必要
に応じて変更してから、カスタ
マイズされたテンプレートを起
動します。

デフォルトエリア

デプロイを検証します。 導入後やテストの手順について
は、クイックスタート導入ガイ
ドを参照してください。

 

関連リソース
DSE

• DSE ドキュメンテーション 
• DataStax アカデミーのオンラインコースとチュートリアル

AWS クイックスタート

• クイックスタート:AWS DataStax でのエンタープライズ (データシートとデプロイガイド) 
• クイックスタート:AWS DataStax のエンタープライズ ( GitHub リポジトリ内のソースコード)
• AWS クイックスタートカタログ

Aurora PostgreSQL のカスタムエンドポイントを使
用して Oracle RAC ワークロードをエミュレートし
ます

HariKrishna ボオルガッダ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:データベース:リレーショ
ナル

ターゲット:Aurora PostgreSQL

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オラクル テクノロジー:データベース; 移行

AWS サービス:Amazon Aurora、
アマゾン CloudWatch

概要
このパターンでは、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションを使用して、単一クラスター内の
インスタンスにワークロードを分散するカスタムエンドポイントを使用して、Oracle Real Application 
Clusters (Oracle RAC) ワークロードのサービスをエミュレートする方法を示しています。このパターン
は、Amazon Aurora データベースのカスタムエンドポイントを作成する方法を示しています。カスタムエ
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前提条件と制限

ンドポイントを使用すると、Aurora クラスター内のさまざまな DB インスタンスセットにワークロードを
分散および負荷分散できます。

Oracle RAC環境では、サービスを1つ以上のインスタンスにまたがることができ、トランザクションのパ
フォーマンスに基づいたワークロードバランシングが容易になります。サービス機能には、 end-to-end 無
人リカバリ、ワークロードごとのローリング変更、および完全なロケーション透過性が含まれます。この
パターンを使用して、これらの機能のいくつかをエミュレートできます。たとえば、レポートアプリケー
ションの接続をルーティングする機能をエミュレートできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• PostgreSQL の JDBC ドライバー
• Aurora PostgreSQL 互換データベース
• Oracle RAC データベースが Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行されました

機能制限

• カスタムエンドポイントに適用される制限については、Amazon RDS ドキュメントの「カスタムエンド
ポイントのプロパティの指定」を参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• 3 ノードのオラクル RAC データベース

ターゲットテクノロジースタック

• 2 つのリードレプリカを持つ Aurora PostgreSQL 互換のデータベース

ソースアーキテクチャ

次の図表は、3 ノードの Oracle RAC データベースのアーキテクチャを示しています。

ターゲットアーキテクチャ

次の図表は、2 つのリードレプリカを持つ Aurora PostgreSQL 互換データベースのアーキテクチャを示し
ています。3 つの異なるアプリケーション/サービスがカスタムエンドポイントを使用しており、それぞ
れ異なるアプリケーションユーザーにサービスを提供し、プライマリレプリカとリードレプリカ間のトラ
フィックと負荷をリダイレクトします。

Tools
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス

ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
• Amazon CloudWatch により、AWS で実行されている AWS リソースやアプリケーションのメトリクス

をモニタリングできます。
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• Amazon Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) により、AWS クラウドで PostgreSQL リ
レーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

叙事詩
Aurora PostgreSQL 互換クラスターの作成

タスク 説明 必要なスキル

クラスターを作成する。 クラスターを作成するに
は、Amazon RDS ドキュメン
トの「DB クラスターを作成し
て Aurora PostgreSQL DB クラ
スターのデータベースに接続す
る」を参照してください。

AWS 管理者

ワークロードのカスタムパラ
メータグループを作成します。

パラメータグループを作成する
には、Amazon RDS ドキュメン
トの「DB クラスターパラメータ
グループの作成」を参照してく
ださい。

AWS 管理者

イベント通知とアラームを作成
します。

イベント通知と Amazon 
CloudWatch アラームを使用し
て、クラスターの状態が変化し
たときに通知したり、事前定義
されたしきい値に達したときに
メトリックスを取得したりでき
ます。

CloudWatch アラームを作成する
には、 CloudWatch ドキュメン
トの「 CloudWatch 静的しきい
値に基づくアラームの作成」を
参照してください。

イベント通知を作成するには、 
CloudWatch ドキュメントの
Creating a CloudWatch Clouders 
on an Event Rule Triggers on an 
Triggers on an Triggers on an

AWS 管理者

Aurora PostgreSQL と互換性のある DB クラスターへのレプリカの追加

タスク 説明 必要なスキル

リードレプリカをクラスターに
追加します。

1. リードレプリカを作成しま
す。

2. DB クラスターと同じアベイラ
ビリティーゾーンにリードレ
プリカを追加します。注:フェ

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
イルオーバーノードで満たす
必要のある要件がある場合
は、別のアベイラビリティー
ゾーンを使用できます。

リードレプリカのエンドポイン
トをメモします。

後でカスタムエンドポイントを
作成するときに使用できるよう
に、リードレプリカエンドポイ
ントを文書化します。

AWS 管理者

カスタムエンドポイントの作成

タスク 説明 必要なスキル

カスタムエンドポイントの名前
を入力します。

必要なエンドポイントごとに、
ワークロードまたはアプリケー
ションに関連する一意のエンド
ポイント名を作成します。

AWS 管理者

エンドポイントのメンバーを追
加します。

リードレプリカのエンドポイン
トをカスタムグループに追加し
ます。詳細については、Amazon 
RDS ドキュメントの「カスタム
エンドポイントの編集」を参照
してください。

AWS 管理者

(オプション) クラスターにfuture 
インスタンスを追加します。

カスタムグループにさらにレプ
リカまたはエンドポイントを追
加する場合は、Amazon RDS ド
キュメントの「Aurora レプリカ
の DB クラスターへの追加」を参
照してください。

AWS 管理者

エンドポイントを作成します。 エンドポイントを作成するに
は、Amazon RDS ドキュメント
の「カスタムエンドポイントの
作成」を参照してください。

AWS 管理者

カスタムエンドポイントを使用してアプリケーション接続をテストする

タスク 説明 必要なスキル

カスタムエンドポイントの詳細
を、ワークロードを指すアプリ
ケーションと共有します。

テストする予定のレポートアプ
リケーションのデータベース接
続の詳細に、カスタムエンドポ
イントの詳細を追加します。

AWS 管理者

カスタムエンドポイントを使用
してワークロードConnect しま
す。

レポートアプリケーションでカ
スタムエンドポイントの詳細を
検証します。

AWS 管理者

データベースから接続の詳細を
確認します。

1. アプリケーションのユーザー
名と接続数をテストします。

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
2. ワークロード全体の負荷分散

をチェックして、接続が異な
るカスタムエンドポイント (プ
ライマリとリードレプリカ) に
分散されていることを確認し
ます。

関連リソース
• Aurora エンドポイントのタイプ
• カスタムエンドポイントのメンバーシップルール
• E:nd-to-end カスタムエンドポイントの AWS CLI の例
• オラクル RAC の代替としてのAmazon Aurora
• オラクルからPostgreSQLに移行する際の課題とその克服方法

Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスの暗
号化接続を有効にする

ロヒト・カプーア (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:データベース、
ネットワーク、セキュリティ、
アイデンティティ、コンプライ
アンス

ワークロード:オープンソース

AWS サービス:アマゾン 
RDS、Amazon Aurora

概要
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、PostgreSQL DB インスタンスの SSL 暗号化を
サポートしています。SSL を使用して、アプリケーションと Amazon RDS for PostgreSQL インスタンス
との PostgreSQL 接続を暗号化できます。デフォルトでは、Amazon RDS for PostgreSQL は SSL/TLS を
使用し、すべてのクライアントが SSL/TLS 暗号化を使用して接続することを想定しています。Amazon 
RDS for PostgreSQL は、TLS バージョン 1.1 および 1.2 をサポートしています。

このパターンは、Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに対して暗号化接続を有効にする方法を
示しています。同じプロセスを使用して、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションの暗号化接続を
有効にできます。

前提条件と制限
• アクティブな AWS アカウント
• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス
• SSL バンドル
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アーキテクチャ

Tools
• pgAdmin は PostgreSQL 向けのオープンソースの管理開発プラットフォームで

す。Linux、Unix、macOS、Windows で pgAdmin を使用して PostgreSQL 10 以降でデータベースオブ
ジェクトを管理できます。

• PostgreSQL エディタは、クエリの作成、開発、実行、および要件に応じたコードの編集に役立つ、よ
りユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。

ベストプラクティス
• 安全でないデータベース接続を監視します。
• データベースのアクセス権を監査します。
• バックアップとスナップショットは必ず保存時に暗号化してください。
• データベースアクセスを監視する。
• 制限のないアクセスグループは避けてください。
• Amazon で通知を充実させましょう GuardDuty。
• ポリシーの順守を定期的に監視してください。

叙事詩
信頼できる証明書をダウンロードして、トラストストアにインポートする

タスク 説明 必要なスキル

信頼できる証明書をコンピュー
タにロードします。

お使いのコンピューターの信頼
されたルート証明機関ストアに
証明書を追加するには、次の手
順に従います。(この説明では、
例としてウィンドウサーバーを
使用しています)。

1. Windows サーバーで、「ス
タート」、「実行」を選択
し、「mmc」と入力します。

2. コンソールで、[ファイル]、
[スナップインの追加と削除] 
を選択します。

3. [利用できるスナップイン] で 
[証明書] を選択し、[追加] を選
択します。

4. [このスナップインは常に証
明書を管理します] で、[コン
ピューターアカウント]、[次
へ] を選択します。

5. [ローカルコンピュータ] を選
択し、[完了] を選択します。

DevOps エンジニア、移行エンジ
ニア、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
6. コンソールに追加するス

ナップインがもうない場合
は、「OK」 を選択します。

7. コンソールツリーで、[証明書] 
をダブルクリックします。

8. [信頼されたルート認証局] を
右クリックします。

9. [すべてのタスク]、[インポー
ト] を選択して、ダウンロード
した証明書をインポートしま
す。

10.証明書インポートウィザード
の指示に従って操作します。

強制的に SSL 接続するようにする

タスク 説明 必要なスキル

パラメータグループを作成
し、rds.force_ssl パラメータを設
定します。

PostgreSQL DB インスタンスに
カスタムパラメータグループが
ある場合は、rds.force_sslパ
ラメータグループを編集して 1 
に変更します。

DB インスタンス
が、rds.force_ssl有効化され
ていないデフォルトのパラメー
タグループを使用している場
合、新しいパラメータグループ
を作成します。新しいパラメー
タグループは、Amazon RDS 
API を使用するか、以下の手順に
従って手動で変更できます。

新しいパラメータグループを作
成するには:

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインして、DB イン
スタンスをホストする AWS
リージョンの Amazon RDS コ
ンソールを開きます。

2. ナビゲーションペイン
で、[Parameter groups] (パラ
メータグループ) を選択しま
す。

3. [パラメータグループの作成]
を選択し、次の値を設定しま
す。 
• パラメータグループファミ

リには、postgres14 を選択
します。

DevOps エンジニア、移行エンジ
ニア、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
• [グループ名] に pgsql--ssl

<database_instance>と入力
します。

• [説明] には、追加するパラ
メータグループの説明を自
由形式で入力します。

• [作成] を選択します。
4. 作成したパラメータグループ

を選択します。
5. [Parameter group actions (パ

ラメータグループのアクショ
ン)] で、[Edit (編集)] を選択し
ます。

6. rds.force_ssl を探して、その
設定を 1 に変更します。

注:このパラメータを変更する
前に、クライアント側のテス
トを行ってください。

7. [Save changes] (変更の保存) 
をクリックします。

パラメータグループを 
PostgreSQL DB インスタンスに
関連付けるには:

1. Amazon RDS コンソールの
ナビゲーションペインで、
「データベース」を選択
し、PostgreSQL DB インスタ
ンスを選択します。

2. [変更] を選択します。
3. [その他の設定] で、新しいパ

ラメータグループを選択し、
[続行] を選択します。

4. [スケジュールの変更] で、[す
ぐに適用] を選択します。

5. [DB インスタンスの変更] を選
択します。

詳細については、「Amazon 
RDS ドキュメント」を参照して
ください。

強制的に SSL 接続するようにし
ます。

Amazon RDS for PostgreSQL 
インスタンスConnect。SSL を
使用しない接続試行は、エラー
メッセージとともに拒否されま
す。詳細については、「Amazon 
RDS ドキュメント」を参照して
ください。

DevOps エンジニア、移行エンジ
ニア、DBA
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SSL 拡張機能のインストール

タスク 説明 必要なスキル

SSL 拡張をインストールしま
す。

1. データベース管理者として 
psql 接続または pgAdmin 接続
を起動します。

2. ssl_is_used () 関数を呼び出し
て、SSL が使用されているか
どうかを確認します。

select ssl_is_used();

この関数は、この接続が 
SSLt を使用している場合に
を返し、それ以外の場合にを
返しますf。

3. SSL 拡張をインストールしま
す。

create extension sslinfo;
show ssl;
select ssl_cipher();

詳細については、「Amazon 
RDS ドキュメント」を参照して
ください。

DevOps エンジニア、移行エンジ
ニア、DBA

PostgreSQL クライアントを SSL 用に設定する

タスク 説明 必要なスキル

SSL 用のクライアントを設定し
ます。

SSL を使用すると、TLS プロ
トコルを使用する暗号化接続を
サポートして PostgreSQL サー
バーを起動できます。サーバー
は、同じ TCP ポートで標準接
続と SSL 接続の両方を受信し、
接続しているクライアントと 
SSL を使用するかどうかをネ
ゴシエートします。デフォルト
では、これはクライアントオプ
ションです。

psql クライアントを使用してい
る場合

1. Amazon RDS 証明書がローカ
ルコンピュータにロードされ
ていることを確認します。

2. 以下を追加して SSL クライア
ント接続を起動します。

DevOps エンジニア、移行エンジ
ニア、DBA
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル

psql postgres -h 
 SOMEHOST.amazonaws.com 
 -p 8192 -U 
 someuser sslmode=verify-
full sslrootcert=rds-ssl-
ca-cert.pem
select ssl_cipher();

その他の PostgreSQL クライア
ントの場合:

• それぞれのアプリケーション
公開鍵パラメータを変更しま
す。オプションとして、接続
文字列の一部として、または 
GUI ツールの接続ページの
プロパティとして使用できま
す。 

これらのクライアントについて
は、次のページを確認してくだ
さい。

• pgAdmin ドキュメンテーショ
ン

• JDBC ドキュメンテーション

トラブルシューティング

問題 解決策

SSL 証明書をダウンロードできません。 Web サイトへの接続を確認して、証明書をローカ
ルコンピューターにダウンロードし直してくださ
い。

関連リソース
• Amazon RDS for PostgreSQL ドキュメンテーション
• PostgreSQL DB インスタンスで SSL を使用する (Amazon RDS ドキュメント)
• SSL によるセキュアな TCP/IP 接続 (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• SSL を使用する (JDBC ドキュメンテーション)

既存Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタン
スを暗号化する
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https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/v6.20/docs/pgadmin4-6.20.pdf
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

ピユシュ・ゴヤル (AWS)、ショバナ・ラグー (AWS)、ヤセル・ラジャ (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: データベース; 
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

AWS サービス: Amazon RDS; 
AWS KMS; AWS DMS

概要
このパターンでは、Amazon Amazon Web Services Service (AWS) クラウドにある Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL DB インスタンスを最小限のダウンタイムで暗号化する
方法を説明しています。このプロセスは、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスでも機能します。

Amazon RDS DB インスタンスの暗号化は、Amazon RDS DB インスタンスの作成時に有効にすることが
できます。ただし、DB インスタンスのスナップショットを作成し、そのスナップショットの暗号化済み
コピーを作成することで、暗号化された DB インスタンスに暗号化を追加できます。この暗号化されたス
ナップショットから DB インスタンスを復元して、元の DB インスタンスの暗号化済みコピーを取得でき
ます。このアクティビティ中にプロジェクトでダウンタイム (少なくとも書き込みトランザクションの場
合) が許容される場合は、これだけで十分です。DB インスタンスの新しい暗号化されたコピーが利用可
能になったら、アプリケーションに新しいデータベースを指定できます。ただし、プロジェクトでこのア
クティビティによる大幅なダウンタイムが許容されない場合は、ダウンタイムを最小限に抑えるための代
替アプローチが必要です。このパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して
データを移行し、継続的に複製するため、新しい暗号化されたデータベースへの切り換えを最小限のダウ
ンタイムで実行できます。 

Amazon RDS の暗号化された DB インスタンスでは、業界標準の AES-256 暗号化アルゴリズムを使用し
て、Amazon RDS DB インスタンスをホストしているデータをサーバーで暗号化します。データが暗号化
されると、Amazon RDS はパフォーマンスの影響を最小限に抑えながら、データへのアクセスと復号の認
証を透過的に処理します。暗号化を使用するために、データベースのクライアントアプリケーションを変
更する必要はありません。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 暗号化されていない PostAmazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス
• AWS DMS タスクの作業 (作成、変更、停止) の経験 (AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS タスクの

操作」を参照)
• データベースの暗号化AWS Key Management Service (AWS KMS) に関する知識 (AWS KMS ドキュメン

トを参照)

機能制限

• Amazon RDS DB インスタンスの暗号化は、DB インスタンスの作成時にのみ有効にすることができま
す。

• ログに記録されていないテーブルのデータは、スナップショットを使用しても復元されません。詳細に
ついては、PostgreSQL を使用するためのベストプラクティスを参照してください。

• 暗号化されていない DB インスタンスのリードレプリカを暗号化することや、暗号化されている DB イ
ンスタンスのリードレプリカを暗号化しないようにすることはできません。

• 暗号化されていないバックアップやスナップショットを、暗号化された DB インスタンスに復元するこ
とはできません。
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.html
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アーキテクチャ

• AWS DMS はシーケンスを自動的に転送しないため、これを処理するには追加の手順が必要です。

詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS の暗号化された DB インスタンスの制限」
を参照してください。

アーキテクチャ
ソースアーキテクチャ

• 暗号化されていない RDS DB インスタンス

ターゲットアーキテクチャ

• 暗号化された RDS DB インスタンス
• 移行先の RDS DB インスタンスは、ソース RDS DB インスタンスの DB スナップショットコピーを復

元することによって作成されます。
• AWS KMS キーは、スナップショットを復元する際の暗号化に使用されます。
• AWS DMS レプリケーションタスクを使用してデータを移行します。

Tools
暗号化を有効にするために使用されるツール:

• 暗号化された AWS KMS キー — 暗号化された DB インスタンスを作成するときは、カスタマーマネー
ジドキーまたは Amazon RDS の AWS 管理キーを選択して、DB インスタンスを暗号化できます。カ
スタマーマネージドキーのキー識別子を指定しない場合、Amazon RDS は新しい DB インスタンスに 
AWS 管理キーを使用します。Amazon RDS は、Amazon RDS の AWS 管理キーを作成します。AWS 
のリージョンごとに Amazon RDS の AWS 管理の AWS 管理キーがあります。Amazon RDS 暗号化に 
KMS キーを使用する方法の詳細については、「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してくださ
い。

継続的なレプリケーションに使用されるツール:

• AWS DMS — AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、移行元の DB に変更を複製で
きます。ダウンタイムを最小限に抑えるには、ソースデータベースとターゲットデータベースを同期さ
せることが重要です。AWS DMS の設定とタスクの作成については、AWS DMS のドキュメントを参照
してください。

エピック
ソース DB インスタンスのスナップショットを作成し、暗号化します。

タスク 説明 必要なスキル

ソース PostgreSQL DB インスタ
ンスの詳細を確認します。

Amazon RDS コンソールで、
ソース PostgreSQL DB インスタ
ンスを選択します。Configuration
タブで、インスタンスの暗号化
が有効になっていないことを

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html#Overview.Encryption.Limitations
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
確認します。画面の図について
は、「追加情報 (p. 539)」セク
ションを参照してください。

DB スナップショットを作成しま
す。

暗号化するインスタンスの DB ス
ナップショットを作成します。
スナップショットを作成するた
めにかかる時間は、データベー
スのサイズによって異なりま
す。手順については、Amazon 
RDS ドキュメントの「DB ス
ナップショットの作成」を参照
してください。

DBA

スナップショットを暗号化しま
す。

Amazon RDS コンソールのナビ
ゲーションペインで [スナップ
ショット] を選択し、作成した 
DB スナップショットを選択し
ます。[アクション] で、[スナッ
プショットのコピー] を選択しま
す。対応するフィールドに、移
行先の AWS のリージョンと DB 
スナップショットコピーの名前
を入力します。「暗号化を有効
にする」チェックボックスを選
択します。[Master Key] で、DB 
スナップショットの暗号化に使
用する KMS キー識別子を指定し
ます。[Copy Snapshot] (スナッ
プショットをコピー) を選択しま
す。詳細については、Amazon 
RDS ドキュメントの「スナップ
ショットのコピー」を参照して
ください。

DBA

ターゲット DB インスタンスを準備する

タスク 説明 必要なスキル

DB スナップショットを復元しま
す。

Amazon RDS コンソールで、[ス
ナップショット] を選択します。
作成した暗号化されたスナップ
ショットを選択します。[アク
ション]、[スナップショットの復
元] の順に選択します。DB イン
スタンス識別子には、新しい DB 
インスタンスに固有の名前を指
定します。インスタンスの詳細
を確認して、[DB インスタンス
の復元] を選択します。新しい、
暗号化された DB インスタンスが
スナップショットから作成され
ます。詳細については、Amazon 
RDS ドキュメントの「DB ス

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ナップショットからの復元」を
参照してください。

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

AWS DMS コンソールで、AWS 
DMS タスクを作成します。[移
行タイプ] で [既存のデータを移
行する] を選択します。タスク
設定の [ターゲットテーブル準
備モード] で、[切り捨て] を選択
します。詳細については、AWS 
DMS ドキュメントの「タスクの
作成」を参照してください。

DBA

データ検証を有効にします。 タスク設定で、「検証を有効に
する」を選択します。これによ
り、ソースデータをターゲット
データと比較して、データが正
確に移行されたことを確認でき
ます。 

DBA

ターゲット DB インスタンスの制
約を無効にします。

ターゲット DB インスタンスのト
リガーと外部キー制約をすべて
無効にしてから、AWS DMS タ
スクを開始します。トリガーと
外部キー制約の無効化の詳細に
ついては、AWS DMS ドキュメ
ントを参照してください。

DBA

データを確認します。 全ロードが完了したら、ター
ゲット DB インスタンスのデータ
を検証して、ソースデータと一
致するかどうかを確認します。
詳細については、AWS DMS ド
キュメントの「AWS DMS デー
タ検証」を参照してください。

DBA

ターゲット DB インスタンスに切り換える

タスク 説明 必要なスキル

ソース DB インスタンスに対する
書き込み操作を停止します。

アプリケーションのダウンタイ
ムを開始できるように、ソース 
DB インスタンスの書き込み操
作を停止します。AWS DMS が
パイプラインのデータのレプリ
ケーションを完了したことを確
認します。ターゲット DB インス
タンスでトリガーと外部キーを
有効にします。

DBA

データベースシーケンスの更新 ソースデータベースにシーケン
ス番号が含まれている場合は、
ターゲットデータベースのシー
ケンスを確認して更新します。

DBA
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションエンドポイン
トを設定します。

新しい Amazon RDS DB インス
タンスのエンドポイントを使用
するようにアプリケーション接
続を設定します。現在、DB イ
ンスタンスは暗号化されていま
す。

DBA、アプリケーション所有者

関連リソース
• AWS DMS タスクの作成 
• Amazon を使用したレプリケーションモニタリングタスク CloudWatch
• AWS DMS タスクのモニタリング
• Amazon RDS 暗号化キーの更新

追加情報
ソース PostgreSQL DB インスタンスの暗号化の確認:

このパターンに関するその他の注意事項:

• rds.logical_replicationパラメータを 1 に設定して PostgreSQL でのレプリケーションを有効に
します。

重要な注意事項: レプリケーションスロットは、ファイルが外部から（抽出、変換、ロード（ETL）ジョ
ブ（抽出、変換、ロード）ジョブ、AWS DMS などによって使用されるまで、先行書き込みログ (WAL) 
ファイルを保持します。pg_recvlogicalrds.logical_replicationパラメータ値を 1 に設定する
と、AWS DMS はwal_level、max_wal_sendersmax_replication_slots、max_connectionsお
よびパラメータを設定します。論理レプリケーションスロットはあるが、そのレプリケーションスロット
に保持されている WAL ファイル用のコンシューマーがない場合は、トランザクションログのディスク使
用量が増加し、空きストレージ容量が絶えず減少する可能性があります。この問題を解決するための詳細
と手順については、「Amazon RDS for PostgreSQL で「デバイスに空き容量がありませんDiskFull」また
は「」エラーの原因を特定する方法を教えてください。 AWS Support ナレッジセンターにあります。

• DB スナップショットを作成した後にソース DB インスタンスに加えたスキーマの変更は、ターゲット 
DB インスタンスには存在しません。

• 暗号化された DB インスタンスを作成したら、その DB インスタンスで使用されている KMS キーを変更
することはできません。暗号化された DB インスタンスを作成する前に、KMS キーの要件を必ず確認し
てください。

• AWS DMS タスクを実行する前に、ターゲット DB インスタンスのトリガーと外部キーを無効にする必
要があります。タスクが完了したら、これらを再度できます。

起動時に Amazon RDS データベースの自動タグ付
けを強制する

作成者:スザンヌ・カングノー (AWS)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

環境: 本番稼働用 テクノロジー: データベース、
クラウドネイティブ、セキュリ
ティ、ID、コンプライアンス

AWS サービス: Amazon RDS; 
Amazon SNS; AWS CloudTrail; 
Amazon CloudWatch

概要
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、Amazon Web Service (AWS) クラウドでリレー
ショナルデータベースを簡単にセットアップ、および運用し、スケーリングすることのできるウェブサー
ビスです。業界スタンダードのリレーショナルデータベース向けに、費用対効果に優れたエクステンショ
ンを備え、一般的なデータベース管理タスクを管理します。

タグを使用して AWS リソースをさまざまな方法で分類できます。リレーショナルデータベースのタグ付
けは、アカウントに多数のリソースがあり、タグに基づいて特定のリソースをすばやく識別したい場合
に役立ちます。Amazon RDS タグを使用して RDS DB インスタンスにカスタムメタデータを追加できま
す。タグはユーザー定義のキーと値で構成されます。組織の要件に沿った一貫性のあるタグを作成するこ
とをお勧めします。

このパターンは、RDS DB インスタンスの監視とタグ付けに役立つ AWS CloudFormation テンプレートを
提供します。このテンプレートは、AWS CloudTrail CreateDBInstance CloudWatch  イベントを監視する
アマゾンイベントイベントを作成します。(Amazon RDS の APICloudTrail コールをイベントとしてキャプ
チャします。) このイベントを検出すると、定義したタグキーと値を自動的に適用する AWS Lambda 関数
が呼び出されます。また、テンプレートは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用し
て、インスタンスがタグ付けされた通知が送信されます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Lambda コードをアップロードするための Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
• タグ付け通知を受け取りたいメールアドレス。

機能制限

• このソリューションは CloudTrail CreateDBInstance イベントをサポートします。他のイベントの通知は
作成されません。

アーキテクチャ
ワークフローアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS CloudFormation テンプレートは、異なる AWS リージョンとアカウントで複数回使用できます。
テンプレートは、各リージョンまたはアカウントで 1 回のみ実行する必要があります。

Tools
AWS サービス
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叙事詩

• AWS CloudTrail — AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運
用とリスクの監査を行えるように支援する AWS のサービスです。ユーザー、ロール、または AWS の
サービスによって実行されたアクションは、 CloudTrail にイベントとして記録されます。 

• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を示すシステム
イベントをほぼリアルタイムのストリームとして提供します。 CloudWatch イベントは、運用上の変更
が生じると同時にそれらを認識して対応し、環境に応答するためのメッセージを送信する、機能をアク
ティブ化する、および状態情報を収集することによって、必要に即した是正措置を講じます。 

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行
できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個の
リクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコン
ピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなどの幅広いストレージソリューションに使用できる、拡張性の
高いオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、アプリケーション、エンドユー
ザー、およびデバイスでクラウドから通知を瞬時に送受信できるようにするウェブサービスです。 

Code

このパターンには、次の 2 つのファイルを含む添付ファイルが含まれます。

• index.zipは、このパターンの Lambda コードを含む圧縮ファイルです。
• rds.yamlLambda CloudFormation コードをデプロイするテンプレートです。

これらのファイルの使用方法については、「エピック」セクションを参照してください。

叙事詩
Lambda コードをデプロイします。

タスク 説明 必要なスキル

コードを S3 バケットにアップ
ロードします。

新しい S3 バケットを作成する
か、既存の S3index.zip バ
ケットを使用して添付ファイル 
(Lambda コード) をアップロード
します。このバケットは、監視
するリソース (RDS DB インスタ
ンス) と同じ AWS リージョンに
ある必要があります。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

S3 バケットと同じ AWS リー
ジョンで Cloudformation コン
ソールを開き、rds.yaml添付
ファイルに記載されているファ
イルをデプロイします。次のエ
ピックでは、テンプレートパラ
メータに値を指定します。

クラウドアーキテクト
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叙事詩

CloudFormation テンプレート内のパラメータを入力します

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケット名を入力します。 最初のエピックで作成または選
択した S3 バケットの名前を入力
します。この S3 バケットには 
Lambda コードの.zip ファイルが
含まれており、 CloudFormation 
モニタリング対象のテンプレー
トおよび RDS DB インスタンス
と同じ AWS リージョンにある必
要があります。

クラウドアーキテクト

S3 キーを入力します。 S3 バケット内の Lambda コー
ド.zip ファイルの場所を、先頭
にスラッシュ (index.zipまた
はcontrols/index.zip) を付
けずに指定します。

クラウドアーキテクト

メールアドレスを入力します。 違反通知を受け取る、アクティ
ブな E メールアドレスを指定し
ます。

クラウドアーキテクト

ロギングレベルを指定します。 ログレベルと詳細度を指定しま
す。 Infoアプリケーションの進
行状況に関する詳細な情報メッ
セージを指定します。このメッ
セージはデバッグにのみ使用し
てください。 Errorアプリケー
ションの実行を継続できる可能
性のあるエラーイベントを指定
します。 Warning潜在的に有害
な状況を示します。

クラウドアーキテクト

RDS DB インスタンスのタグ
キーと値を入力します。

RDS インスタンスに自動的
に適用する必要なタグキーと
値を入力します。詳細につい
ては、AWS ドキュメントの
「Amazon RDS リソースのタグ
付け」を参照してください。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

E メールサブスクリプションを確
認します。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、指定
したメールアドレスに購読メー
ルメッセージが送信されます。
インスタンスにタグが付けられ
たときに通知を受け取るには、
この E メール購読を確認する必
要があります。

クラウドアーキテクト
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関連リソース

関連リソース
• バケットの作成 (Amazon S3 ドキュメント)
• Amazon RDS リソースのタグ付け (Amazon Aurora ドキュメント)
• オブジェクトのアップロード (Amazon S3 ドキュメント)
• AWS を使用した AWS API CloudWatch 呼び出しでトリガーされるイベントルールの作成 CloudTrail

(Amazon CloudWatch ドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

オンデマンドキャパシティの DynamoDB テーブル
のコストを見積もる

作成者:モイヌル・アル・マムン

環境: 本番稼働用 テクノロジー: データベース、ク
ラウドネイティブ、サーバーレ
ス、コスト管理

AWS サービス: Amazon 
DynamoDB

概要
Amazon DynamoDB は、ペタバイト規模でも 1 桁ミリ秒のレイテンシーを実現する NoSQL トランザク
ションデータベースです。このAmazon Web Services（AWS）のサーバーレスサービスは、その一貫した
パフォーマンスとスケーラビリティにより人気が高まっています。 基盤となるインフラストラクチャをプ
ロビジョニングする必要はありません。1 つのテーブルはペタバイトにもなる可能性があります。

オンデマンド容量モード (デフォルト)-テーブルに対して実行するデータの読み取りと書き込みに対して料
金が発生します。AWS 料金は、1 か月間の読み込みリクエスト単位 (RRRRU) と書き込みリクエスト単位 
(WRRU) と書き込みリクエスト単位 (WRU) の料金が発生します。DynamoDB では、テーブルサイズの継
続的監視によりストレージ料金が決定されます。 point-in-time-recovery (PITR) による継続的なバックアッ
プをサポートします。DynamoDB は、PITR 対応テーブルのサイズを 1 か月を通して継続的に監視して、
バックアップ料金を決定します。

プロジェクトの DynamoDB コストを見積もるには、製品ライフサイクルのさまざまな段階で消費される 
RRU、WRU、およびストレージの量を計算することが重要です。大まかなコスト見積もりには、AWS 
Pricing Calculator を使用できますが、テーブルの RRU、WRU、およびストレージ要件のおおよその数を
指定する必要があります。これらはプロジェクトの開始時に見積もるのが難しい場合があります。AWS 
Pricing Calculator はデータの増加率やアイテムサイズを考慮せず、ベーステーブルとグローバルセカンダ
リインデックス (GSI) の読み取りと書き込みの回数を個別に考慮しません。AWS Pricing Calculator を使用
するには、これらすべての要素を見積もり、WRU、RRU、およびストレージサイズの大まかな数字を想定
してコスト見積もりを取得する必要があります。

このパターンは、オンデマンドキャパシティモードの書き込み、読み取り、ストレージ、バックアップ、
リカバリのコストなどの基本的な DynamoDB コスト要素を見積もるためのメカニズムと再利用可能な 
Microsoft Excel テンプレートを提供します。AWS 価格計算ツールよりも詳細で、ベーステーブルと GSI 
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前提条件と制限

の要件は個別に考慮されます。また、毎月のアイテムデータの増加率を考慮し、3 年間のコストを予測し
ます。

前提条件と制限
前提条件

• DynamoDB および DynamoDB データモデル設計に関する基本的な知識
• DynamoDB の料金、WRU、RRU、ストレージ、バックアップとリカバリの基本知識 (詳細については、

「オンデマンドキャパシティの料金」を参照してください)
• DynamoDB のデータ、データモデル、アイテムサイズに関する知識
• DynamoDB GSI に関する知識

機能制限

• テンプレートには概算値が表示されますが、すべての構成に適しているわけではありません。より正確
な見積もりを得るには、ベーステーブルとGSIの各アイテムの個々のアイテムサイズを測定する必要が
あります。

• より正確な見積もりを行うには、各項目の平均月における書き込み (挿入、更新、削除) と読み取りの予
想回数を考慮する必要があります。

• このパターンでは、データの増加に関する固定的な前提に基づいて、今後数年間の書き込み、読み取
り、ストレージ、バックアップとリカバリのコストのみを見積もることができます。

Tools
AWS サービス

• Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、高速で予測可能でス
ケーラブルなパフォーマンスを提供します。

その他のツール

• AWS 料金計算ツールとは、AWS のユースケースの見積りを作成するために使用できるウェブベースの
計画ツールです。

ベストプラクティス
コストを低く抑えるには、以下の DynamoDB 設計のベストプラクティスを検討してください。

• パーティションキー設計 — カーディナリティの高いパーティションキーを使用して負荷を均等に分散し
ます。

• 隣接リストのデザインパターン — one-to-many many-to-many このデザインパターンを管理とリレー
ションシップに使用します。

• スパースインデックス — GSI にはスパースインデックスを使用してください。GSI を作成する際には、
パーティションキーとソートキー (オプション) を指定します。対応する GSI パーティションキーを含む
ベーステーブルの項目だけがスパースインデックスに表示されます。これはGSIを小さく保つのに役立
ちます。

• インデックスのオーバーロード — さまざまなタイプのアイテムのインデックス作成に同じ GSI を使用
します。

• GSI 書き込みシャーディング — 効率的かつ高速なクエリを実現するために、データをパーティション全
体に分散するように賢くシャーディングします。
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エピック

• ラージアイテム — メタデータのみをテーブル内に保存し、ブロブを Amazon S3 に保存し、参照を 
DynamoDB に保存します。大きなアイテムを複数のアイテムに分割し、ソートキーを使用して効率的に
インデックスを作成します。

設計のベストプラクティスの詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドを参照してください。

エピック
DynamoDB データモデルからアイテム情報を抽出する

タスク 説明 必要なスキル

アイテムのサイズを取得しま
す。

1. テーブルに保存するアイテム
の種類を確認してください。

2. 各項目のサイズをキロバイト
単位で計算するには、各属性
のキーと値のサイズを加算し
ます。

3. ベーステーブルと各 GSI のア
イテムサイズを計算します。

データエンジニア

書き込みコストを見積もりま
す。

オンデマンドキャパシティモー
ドでの書き込みコストを見積も
るには、まず 1 か月に消費され
る WRU の数を測定する必要が
あります。そのためには、以下
の要素を考慮する必要がありま
す。

• 1 か月あたりの各アイテムの作
成、更新、削除オペレーショ
ンの数。

• 利用可能な GSI の数。各イン
デックスを個別に検討してく
ださい。 
• インデックスアイテムの平

均サイズ
• インデックスの同期回数

• 1 か月あたり、新しいもの (コ
ンポーネントや製品など) が
テーブルに追加されるのはど
のくらいですか? 追加されるア
イテムの数は毎月異なる場合
がありますが、ビジネスケー
スに基づいて平均増加率を想
定できます。 

詳細については、「追加情報」
セクションを参照してくださ
い。

データエンジニア

読み取りコストを見積もりま
す。

オンデマンドモードでの読み取
りコストを見積もるには、まず 1 
か月に消費される RRU の数を測

データエンジニア、アプリ開発
者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
定する必要があります。そのた
めには、以下の要素を考慮する
必要があります。 

• 利用可能な GSI の数。各イン
デックスを個別に検討してく
ださい。 
• インデックスアイテムの平

均サイズ
• 製品ごとの1か月あたりの平均

読み取り数。
• DynamoDB テーブルで利用可

能なアイテム (コンポーネント
または製品) の総数。

ストレージのサイズとコストを
見積もります。

まず、表のアイテムサイズに基
づいて、月間平均ストレージ要
件を見積もります。次に、スト
レージサイズに AWS リージョン
の GB あたりのストレージ料金
を掛けてストレージコストを計
算します。 

書き込みコストを見積もるため
のデータを既に入力している場
合は、ストレージサイズを計算
するためにデータを再入力する
必要はありません。それ以外の
場合、ストレージサイズの見積
りには、以下の要素を考慮する
必要があります。 

• テーブルデザインに基づくモ
ジュール (製品) 内のデータ項
目数。

• 平均アイテムサイズ (KB 単
位)。

• 利用可能な GSI の数。各イン
デックスを個別に検討してく
ださい。 
• インデックスアイテムの平

均サイズ
• この表には毎月いくつの新商

品が追加されますか？ 新製品
の数は毎月異なる可能性があ
りますが、ビジネスケースに
基づいて平均増加率を想定で
きます。この例では、毎月平
均 1,000 万個の新製品が使用
されています。

データエンジニア
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関連リソース

Excel テンプレートにアイテムとオブジェクトの情報を入力します。

タスク 説明 必要なスキル

添付ファイルセクションから 
Excel テンプレートをダウンロー
ドし、ユースケーステーブルに
合わせて調整します。

1. Excel テンプレートをダウン
ロードします。

2. テーブルデザインに基づい
て、ビジネスモジュールと 
GSI を調整します。

データエンジニア

Excel テンプレートに情報を入力
します。

1. シート内のアイテム情報を更
新します。オレンジ色のセル
のデータのみを更新してくだ
さい。

2. オブジェクト番号を調整: 毎月
どのくらい表に追加できます
か？

3. お使いの AWS リージョンの 
WRU および RRU の 100 万単
位の価格を更新します。

4. お使いの AWS リージョンの
ストレージ料金とバックアッ
プ料金を GB 単位で更新しま
す。

5. AWS リージョンのGBあたり
の復元料金を更新します。

テンプレートには、情報、メタ
データ、リレーションシップと
いう 3 つの項目 (エンティティ) 
があります。GS には 2 つのア
プリケーションがあります。用
途に合わせて、さらに項目が必
要な場合は、新しい行を作成し
てください。さらに多くの GSI 
が必要な場合は、既存の GSI ブ
ロックをコピーし、貼り付け
て必要な数の GSI ブロックを
作成します。次に、SUM 列と 
TOTAL 列の計算を調整します。

データエンジニア

関連リソース
リファレンス:

• Amazon DynamoDB のオンデマンドキャパシティーの料金表
• AWS DynamoDB 料金計算ツール
• DynamoDB を使用した設計とアーキテクチャの設計に関するベストプラクティス
• DynamoDB の使用開始

ガイドとパターン
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追加情報

• Amazon DynamoDB によるデータのモデリング
• Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストの見積もり

追加情報
コスト計算例を書く

DynamoDB データモデル設計では、1 つの製品に 3 つのアイテムがあり、アイテムの平均サイズは 4 KB 
です。DynamoDB ベーステーブルに新しい製品を追加すると、アイテム数* (アイテムサイズ/1 KB 書き込
みユニット) = 3 * (4/1) = 12 WRU が消費されます。この例では、1 KB を書き込む場合、製品は 1 WRU を
消費します。 

コスト計算例を読む

RRU の推定値を得るには、各項目が 1 か月に読み上げられる平均回数を考えてみましょう。たとえば、情
報アイテムは 1 か月に平均 10 回読み取られ、メタデータアイテムは 2 回、リレーションシップアイテム
は 5 回読み取られます。このテンプレート例では、すべてのコンポーネントの合計RRU = 毎月作成された
新しいコンポーネントの数 x コンポーネントあたりの 1 か月あたり RRU = 1,000 万 x 17 RRU = 1 か月あ
たり 1 億 7,000 万 RRU です。

毎月、新しいもの（コンポーネントまたは製品）が追加され、製品の総数は時間の経過とともに増加しま
す。そのため、RRU 要件も時間の経過とともに増加します。

• 最初の月のRRUでは、消費量は1億7000万になります。
• 2か月目のRRUの消費量は、2×1億7000万=3億4,000万になります。
• 3か月目のRRUの消費量は、3×1億7000万= 5億1000万になります。

次のグラフは、月間の RRU 消費量とコスト予測を示しています。

グラフ内の価格は例示を目的としていることに注意してください。ユースケースに関する正確な予測を作
成するには、AWS 料金表ページを確認し、その価格を Excel シートで使用してください。

ストレージ、バックアップ、リカバリのコスト計算例

DynamoDB のストレージ、バックアップ、復元はすべて相互に接続されています。Backup はストレージ
に直接接続され、リカバリはバックアップサイズに直接接続されます。テーブルサイズが大きくなると、
それに応じてストレージ、バックアップ、復元にかかるコストも増加します。

ストレージサイズとコスト

ストレージコストは、データの増加率に応じて時間の経過とともに増加します。たとえば、ベーステーブ
ルと GSI に含まれるコンポーネントまたは製品の平均サイズが 11 KB で、毎月 1,000 万個の新製品がデー
タベーステーブルに追加されるとします。その場合、DynamoDB のテーブルサイズは 1 か月あたり 105 
GB /1024 = 105 GB ずつ大きくなります (11 KB x 1000 万)。最初の月のテーブルストレージサイズは 105 
GB になり、2 か月目には 105 + 105 = 210 GB というようになります。

• 最初の 1 か月のストレージコストは、お客様の AWS リージョンのストレージ料金が GB あたり 105 
GB* になります。 

• 2 か月目のストレージコストは、お住まいの地域の GB あたり 210 GB* のストレージ価格になります。
• 3 か月目のストレージコストは、お住まいの地域の GB あたり 315 GB* のストレージ価格になります。

今後3年間のストレージサイズとコストについては、「ストレージサイズと予測」セクションを参照してく
ださい。
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Backup コスト

Backup コストは、データの増加率に応じて時間の経過とともに増加します。 point-in-time-recovery 
(PITR) による継続的バックアップをオンにすると、継続的バックアップ料金は月間の平均ストレージ GB 
に基づいて計算されます。暦月の平均バックアップサイズはテーブルストレージサイズと同じですが、実
際のサイズは少し異なる場合があります。新しい製品が毎月追加されるため、ストレージの合計サイズと
バックアップサイズは時間の経過とともに増加します。たとえば、最初の月の平均バックアップサイズは 
105 GB で、2 か月目には 210 GB に増加する可能性があります。

• 最初の 1 か月のバックアップコストは、お客様の AWS リージョンの GB あたりの継続バックアップ料
金は 105 GB/月* になります。 

• 2 か月目のバックアップコストは 210 GB/月 * お住まいの地域の GB あたりの継続バックアップ料金で
す。

• 3 か月目のバックアップコストは 315 GB/月 * お住まいの地域の GB あたりの継続バックアップ料金で
す。

• そして、など

Backup コストは、「ストレージサイズとコストの予測」セクションのグラフに含まれています。

回復費用

PITR を有効にして継続的なバックアップを行う場合、リカバリ操作の料金は復元のサイズに基づきます。
復元するたびに、復元したデータのギガバイト単位でお支払いいただきます。テーブルサイズが大きく、1 
か月に複数回復元を実行すると、コストがかかります。

リストアコストを見積もるために、この例では、毎月1回、月末にPITRリカバリを実行することを前提と
しています。この例では、毎月の平均バックアップサイズをその月の復元データサイズとして使用して
います。最初の月の平均バックアップサイズは 105 GB で、月末のリカバリの場合、復元データサイズは 
105 GB になります。2 か月目には 210 GB という具合になります。

回復コストは、データの増加率に応じて時間の経過とともに増加します。

• 最初の 1 か月間の復旧コストは、お客様の AWS リージョンの GB あたり 105 GB* の復元価格になりま
す。 

• 2 か月目の復旧コストは、お住まいの地域の GB あたり 210 GB* の復元価格になります。
• 3 か月目の復旧コストは、お住まいの地域の GB あたり 315 GB* の復元価格になります。

詳細については、Excel テンプレートの [ストレージ、バックアップ、リカバリ] タブ、および次のセク
ションのグラフを参照してください。

ストレージサイズとコスト予測

このテンプレートでは、実際の請求対象となるストレージサイズは、Standard テーブルクラスの 1 か月あ
たり 25 GB の無料利用枠を引いて計算されます。シートには、毎月の値に分割された予測グラフが表示さ
れます。

次のグラフの例は、今後36か月間の月間ストレージサイズ（GB）、請求対象となるストレージコスト、オ
ンデマンドバックアップコスト、およびリカバリコストを予測しています。すべてのコストはUSD で表さ
れます。このグラフから、ストレージ、バックアップ、リカバリのコストはストレージサイズの増加に比
例して増加することが明らかです。

グラフで使用されている価格は説明のみを目的としていることに注意してください。ユースケースに合っ
た正確な価格を作成するには、AWS 料金ページを確認し、その価格を Excel テンプレートで使用してくだ
さい。
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添付ファイル

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon DynamoDB テーブルのストレージコスト
の見積もり

作成者:モイヌル・アル・マムン

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース、
ビッグデータ、コスト管理、ス
トレージとバックアップ

AWS サービス: Amazon 
DynamoDB

概要
Amazon DynamoDB は、ペタバイト規模でも 1 桁ミリ秒のレイテンシーを実現する NoSQL トランザク
ションデータベースです。このAmazon Web Services（AWS）のサーバーレスサービスは、その一貫した
パフォーマンスとスケーラビリティにより人気が高まっています。ストレージをプロビジョニングしてお
く必要はありません。1 つのテーブルはペタバイトにもなる可能性があります。 

DynamoDB では、テーブルサイズの継続的監視によりストレージ料金が決定されます。その後、AWS は
ストレージの平均サイズをギガバイト単位で請求します。時間の経過とともにテーブルが大きくなるほ
ど、ストレージコストも増加します。ストレージコストを計算するには、AWS Pricing Calculator を使用
できますが、グローバルセカンダリインデックス (GSI) を含むテーブルのおおよそのサイズを指定する必
要があります。これは、プロジェクトの開始時に見積もるのは非常に困難です。また、AWS 料金計算ツー
ルはデータの増加率を考慮していません。

このパターンは、DynamoDB ストレージのサイズとコストを計算するためのメカニズムと再利用可能な 
Microsoft Excel テンプレートを提供します。ベーステーブルと GSI のストレージ要件は個別に考慮されま
す。ストレージサイズは、個々のアイテムのサイズと時間の経過に伴うデータ増加率を考慮して計算され
ます。 

見積もりを得るには、テンプレートに次の 2 つの情報を挿入します。

• ベーステーブルと GSI の個々のアイテムサイズ (キロバイト単位)
• 1 か月間にテーブルに追加できる新しいオブジェクトまたは製品の平均数 (たとえば、1,000 万)

このテンプレートは、次の例に示すように、今後3年間のストレージとコストの予測グラフを生成します。

前提条件と制限
前提条件

• DynamoDB、および DynamoDB のストレージと価格設定に関する基本的な知識
• DynamoDB のデータ、データモデル、アイテムサイズに関する知識
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samples/p-attach/1797b48f-a183-4f25-811f-44921c3a48ee/attachments/attachment.zip
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• DynamoDB グローバルセカンダリインデックス (GSI) に関する知識

機能制限

• テンプレートには概算値が表示されますが、すべての構成に適しているわけではありません。より正確
な見積もりを得るには、ベーステーブルとGSIの各アイテムの個々のアイテムサイズを測定する必要が
あります。 

• このパターンでは、固定データ量の増加を前提として、今後数年間のストレージサイズとコストのみを
見積もることができます。

Tools
AWS サービス

• Amazon DynamoDB は、高速で予測可能なスケーラブルなパフォーマンスを特長とするフルマネージド 
NoSQL データベースサービスです。

その他のツール

• AWS 価格計算ツールでは、AWS のユースケースの見積りを作成するために使用できるウェブベースの
計画ツールです。

エピック
DynamoDB データモデルからアイテム情報を抽出する

タスク 説明 必要なスキル

アイテムのサイズを取得しま
す。

1. テーブルに保存するアイテム
の種類を確認してください。

2. 各項目のサイズをキロバイト
単位で計算するには、各属性
のキーと値のサイズを加算し
ます。

3. ベーステーブルと各 GSI のア
イテムサイズを計算します。

データエンジニア

1 か月に追加されたオブジェクト
の数を取得します。

1 か月で DynamoDB テーブルに
追加されるコンポーネント (オブ
ジェクト) の数を平均で見積もり
ます。

データエンジニア

Excel テンプレートにアイテムとオブジェクトの情報を入力します。

タスク 説明 必要なスキル

添付のドキュメントから Excel 
シートをダウンロードし、ユー
スケーステーブルに合わせて調
整してください。

1. Excel テンプレートをダウン
ロードします。

データエンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
2. テーブルデザインに基づい

て、ビジネスモジュールと 
GSI を調整します。

Excel テンプレートに情報を入力
します。

1. アイテム情報をシートに更新
します。

2. オブジェクト番号を調整: 毎月
どのくらい表に追加できます
か？

3. お使いの AWS リージョンの
月額 GB あたりのストレージ
料金を更新します。

データエンジニア

関連リソース
• Amazon DynamoDB オンデマンド料金
• AWS DynamoDB 料金計算ツール

追加情報
添付のテンプレートでは、標準ストレージテーブルクラスのストレージサイズとコストのみを予測してい
ることに注意してください。ストレージコストの予測に基づいて、個々のアイテムのサイズと製品または
オブジェクトの増加率を考慮すると、以下を見積もることができます。

• データエクスポートコスト
• Backup と復旧コスト
• データストレージ要件。

Amazon DynamoDB データストレージコスト

DynamoDB では、テーブルサイズの継続的監視によりストレージ料金が決定されます。DynamoDB で
は、データの未処理バイトサイズと、有効にした機能に応じて、項目あたりのストレージオーバーヘッド
を加算して、請求対象データのサイズを測定します。詳細については、DynamoDB デベロッパーガイドを
参照してください。 

データストレージの料金は、テーブルクラスによって異なります。DynamoDB Standard テーブルクラス
を使用している場合、毎月保存される最初の 25 GB は無料です。さまざまな AWS リージョンにおける標
準テーブルクラスと標準低頻度アクセステーブルクラスのストレージコストの詳細については、「オンデ
マンド容量の料金」を参照してください。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Aurora PostgreSQL のダイナミック SQL ステート
メントの匿名ブロックを処理する
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概要

作成者:アヌラーダ・チンタ (AWS)

環境:PoC またはパイロット ソース:データベースリレーショ
ナル

ターゲット:PostgreSQL

R タイプ:リアーキテクト ワークロード:オラクル、オープ
ンソース

テクノロジー:データベース; 移行

AWS サービス:Amazon Aurora、
アマゾン RDS

概要
このパターンは、動的 SQL ステートメントで匿名ブロックを処理するときに発生するエラーを回避する方
法を示しています。AWS Schema Conversion Tool を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL 
互換エディションデータベースに変換すると、エラーメッセージが表示されます。エラーを回避するに
は、OUTバインド変数の値を知っている必要がありますが、SQLOUT ステートメントを実行するまでバイ
ンド変数の値を知ることはできません。このエラーは、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) がダイ
ナミック SQL ステートメント内のロジックを理解していないことが原因です。AWS SCT は PL/SQL コー
ド内の動的 SQL ステートメント (つまり、関数、プロシージャ、パッケージ) を変換できません。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Aurora PostgreSQL データベース (DB) インスタンス
• Oracle DB インスタンスのための Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• PostgreSQL インタラクティブターミナル (psql)
• SQL *プラス
• AWS_ORACLE_EXTターゲットデータベースのスキーマ (AWS SCT 拡張パックの一部)
• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) の最新バージョンと必要なドライバー

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスの Oracle データベース 10g 以降のバージョン

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Aurora PostgreSQL
• Amazon RDS for PostgreSQL
• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

マイグレーションアーキテクチャ

次の図は、AWS SCT と OracleOUT のバインド変数を使用してアプリケーションコードをスキャンし、埋
め込まれた SQL ステートメントがないか探し、コードを Aurora データベースが使用できる互換性のある
形式に変換する方法を示しています。
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図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Aurora PostgreSQL をターゲットデータベースとして使用して、ソースデータベースの AWS SCT レ
ポートを生成します。

2. ダイナミック SQL コードブロック内の匿名ブロック (AWS SCT がエラーを発生させたもの) を特定し
ます。

3. コードブロックを手動で変換し、コードをターゲットデータベースにデプロイします。

Tools
AWS サービス

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス
ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle Database Service (Amazon RDS) によ
り、AWS クラウドでリレーショナルデータベースを設定、運用、および拡張できます。

• AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のデータベース
コードオブジェクトを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種
データベースの移行を予測可能にします。

その他のツール

• pgAdmin を使用すると、データベースサーバーに接続して操作できます。
• Oracle SQL Developerは、Oracleデータベース内のデータベースを開発および管理するために使用でき

る統合開発環境です。このパターンには、SQL *Plus または Oracle SQL Developer のどちらかを使用で
きます。

叙事詩
Oracle ソースデータベースの設定

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS または Amazon 
EC2 で Oracle インスタンスの起
動

Amazon RDS 上で Oracle DB 
インスタンスを作成するに
は、Amazon RDS ドキュメン
トの Oracle DB インスタンスの
作成と Oracle DB インスタンス
のデータベースへの接続につい
て、Amazon RDS ドキュメント
の Oracle DB インスタンスの作
成と Oracle DB インスタンスの
データベースへの接続」を参照
してください。

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) 上で Oracle 
DB インスタンスを作成するに
は、AWS Prescriptive Guidance 

DBA
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ドキュメントの Amazon EC2 for 
Oracle ドキュメントの Amazon 
EC2 for Oracle ドキュメントの 
Amazon EC2 for Oracle ドキュメ
ントの Amazon EC2 for Oracle 
ドキュメントの Amazon EC2

移行用のデータベーススキーマ
とオブジェクトを作成します。

Amazon Cloud Directory を使
用してデータベーススキーマ
を作成できます。詳細について
は、Cloud Directory ドキュメ
ントの Speciational schema a 
schema a schema a schema a 
schema a schema a schema a 
schema

DBA

インバウンドとアウトバウンド
のセキュリティグループを設定
します。

セキュリティグループを作成
および設定するには、Amazon 
RDS ドキュメントの「セキュリ
ティグループによるアクセス制
御」を参照してください。

DBA

データベースが実行中であるこ
とを確認します。

データベースのステータスを確
認するには、Amazon RDS ド
キュメントの「Amazon RDS イ
ベントの表示」を参照してくだ
さい。

DBA

ターゲットの Aurora PostgreSQL データベースを設定します

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS で Aurora 
PostgreSQL インスタンスを作成
します。

Aurora PostgreSQL インスタ
ンスを作成するには、Amazon 
RDS ドキュメントの DB ク
ラスターを作成して Aurora 
PostgreSQL DB クラスターの
データベースに接続する」を参
照してください。

DBA

インバウンドとアウトバウンド
のセキュリティグループを設定
します。

セキュリティグループを作成し
て設定するには、Aurora ドキュ
メントの Speciational Database 
Service a Database Service a 
Database Service a Database 
Service a Database Service a 
Database Database Service a 
Database a

DBA

Aurora PostgreSQL データベー
スが実行中であることを確認し
ます。

データベースのステータスを確
認するには、Aurora ドキュメン
トの「Amazon RDS イベントの
表示」を参照してください。

DBA

555

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-oracle-database/ec2-oracle.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

AWS SCT のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT をソースデータベース
Connect する。

AWS SCT をソースデータベー
スに接続するには、AWS SCT 
ドキュメントの「ソースとして 
PostgreSQL に接続する」を参照
してください。

DBA

AWS SCT をターゲットデータ
ベースConnect。

AWS SCT をターゲットデータ
ベースに接続するには、「AWS 
Schema Conversion Tool とは」
を参照してください。 AWS 
Schema Conversion Tool ユー
ザーガイドの

DBA

AWS SCT でデータベーススキー
マを変換し、自動的に変換され
たコードを SQL ファイルとして
保存します。

AWS SCT で変換されたファイル
を保存するには、AWS Schema 
Conversion Tool ユーザーガイド
の「AWS SCT に変換されたス
キーマの保存と適用」を参照し
てください。

DBA

コードの移行

タスク 説明 必要なスキル

手動変換用の SQL ファイルを取
得します。

AWS SCT 変換ファイルで、手動
変換が必要な SQL ファイルを取
得します。

DBA

スクリプトを更新します。 SQL ファイルを手動で更新しま
す。

DBA

関連リソース
• Amazon RDS
• Amazon Aurora 機能

追加情報
次のサンプルコードは、Oracle ソースデータベースの設定方法を示しています。

CREATE or replace PROCEDURE calc_stats_new1 ( 
  a NUMBER, 
  b NUMBER, 
  result out NUMBER)
IS
BEGIN
result:=a+b;
END;
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

/

set serveroutput on ; 
  
DECLARE 
  a NUMBER := 4; 
  b NUMBER := 7; 
  plsql_block VARCHAR2(100); 
  output number;
BEGIN 
  plsql_block := 'BEGIN calc_stats_new1(:a, :b,:output); END;'; 
  EXECUTE IMMEDIATE plsql_block USING a, b,out output;   
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('output:'||output); 
  
END;

次のサンプルコードは、ターゲットの Aurora PostgreSQL データベースを設定する方法を示しています。

 w integer, 
 x integer)
RETURNS integer
AS
$BODY$
DECLARE
begin
return w + x ;
end;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql; 
  
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pg.init()
RETURNS void
AS
$BODY$
BEGIN
if aws_oracle_ext.is_package_initialized 
      ('test_pg' ) then 
      return; 
    end if; 
    perform aws_oracle_ext.set_package_initialized 
      ('test_pg' ); 
  
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_output', NULL::INTEGER);
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_status', NULL::text);
END;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql; 
  

DO $$  
declare
v_sql text;
v_output_loc int;  
a integer :=1;
b integer :=2;
BEGIN  
perform  test_pg.init();
--raise notice 'v_sql %',v_sql;
execute 'do $a$ declare v_output_l int; begin select * from test_pg.calc_stats_new1('||
a||','||b||') into v_output_l;
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable(''test_pg'', ''v_output'', v_output_l) ; end; 
 $a$'  ;  
v_output_loc := aws_oracle_ext.get_package_variable('test_pg', 'v_output');
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Aurora PostgreSQL 互換の環境でオー

バーロードされた Oracle 関数を処理する

raise notice 'v_output_loc %',v_output_loc;  
END ;  
$$

Aurora PostgreSQL 互換の環境でオーバーロードさ
れた Oracle 関数を処理する

作成者:スマナ・ヤナマンドラ (AWS)

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle Database ターゲット: Aurora PostgreSQL 
互換エディション

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: Oracle テクノロジー: データベース; 移
行

AWS サービス: Amazon Aurora

概要
オンプレミスの Oracle データベースから Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行するコー
ドには、オーバーロードされた関数が含まれる場合があります。これらの関数の定義は同じです。つま
り、関数名と input (IN) パラメーターの数とデータ型は同じですが、output (OUT) パラメーターのデータ
型または数は異なる場合があります。 

これらのパラメーターの不一致は、実行する関数を決定するのが難しいため、PostgreSQL で問題を引き
起こす可能性があります。このパターンは、データベースコードを Aurora PostgreSQL 互換に移行する場
合のオーバーロード関数の処理方法を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• ソースデータベースとしての Oracle データベースインスタンス
• ターゲットデータベースとしての Aurora PostgreSQL 互換の DB インスタンス (Aurora ドキュメントの

手順を参照してください)

製品バージョン

• オラクルデータベース 9i 以降
• オラクル SQL デベロッパーバージョン 18.4.0.376
• pgAdmin 4 クライアント
• Aurora PostgreSQL 互換バージョン 11 以降 (Aurora ドキュメントの「Amazon Aurora PostgreSQL の

バージョンの識別」を参照してください)

Tools
AWS サービス
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス
ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。

その他のツール

• Oracle SQL Developerは、従来の導入環境とクラウド環境の両方でOracleデータベース内のSQLを処理
するための無料の統合開発環境です。 

• pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソースの管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管
理、使用に役立つグラフィカルインターフェイスを提供します。

叙事詩
シンプルな関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

1 つの入力パラメータと 1 つの
出力パラメータを持つ関数を 
PostgreSQL で作成します。

次の例は、Aurora 
PostgreSQLtest_overloading
と互換性のある名前の関数を示
しています。この関数には 2 つ
のパラメーターがあります。1 つ
は入力テキストパラメーター、
もう 1 つは出力テキストパラ
メーターです。

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 public.test_overloading( 
         str1 text, 
         OUT str2 text) 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
    COST 100 
    VOLATILE
AS $BODY$
DECLARE
BEGIN 
         str2 := 'Success'; 
    RETURN ; 
    EXCEPTION 
        WHEN others THEN 
             RETURN ;
END;
$BODY$;

Aurora PostgreSQL 互換のデー
タエンジニア

この関数を PostgreSQL で実行
します。

前のステップで作成した関数を
実行します。

select 
 public.test_overloading('Test');

次のような出力が表示されま
す。

Success

Aurora PostgreSQL 互換のデー
タエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

関数をオーバーロードする

タスク 説明 必要なスキル

同じ関数名を使用して 
PostgreSQL でオーバーロード関
数を作成します。

前の関数と同じ関数名を使用す
るオーバーロード関数を Aurora 
PostgreSQL 互換で作成します。
次の例にも名前が付けられてい
ますがtest_overloading、3 
つのパラメーターがあります。1 
つは入力テキストパラメー
ター、1 つは出力テキストパラ
メーター、もう 1 つは出力整数
パラメーターです。

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 public.test_overloading( 
         str1 text, 
         OUT str2 text, 
         OUT num1 integer) 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
  
    COST 100 
    VOLATILE
AS $BODY$
DECLARE
str3 text; 
  
BEGIN 
  
         str2 := 'Success'; 
         num1 := 100; 
  
    RETURN ; 
    EXCEPTION 
        WHEN others THEN 
             RETURN ;
END;
$BODY$;

Aurora PostgreSQL 互換のデー
タエンジニア

この関数を PostgreSQL で実行
します。

この関数を実行すると、次のエ
ラーメッセージが表示されて失
敗します。 

ERROR: cannot change return 
 type of existing function
HINT:      Use DROP FUNCTION 
 test_overloading(text) 
 first.

これは、Aurora PostgreSQL 互
換では関数のオーバーロード
を直接サポートしていないため
です。入力パラメータは同じで
も、出力パラメータの数が関数
の第 2 バージョンでは異なるた
め、実行する関数を特定できま
せん。

Aurora PostgreSQL 互換のデー
タエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

回避策を適用してください

タスク 説明 必要なスキル

INOUT を最初の出力パラメータ
に追加します。

回避策として、最初の出力パ
ラメータをとして表現して関数
コードを変更しますINOUT。

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 public.test_overloading( 
         str1 text, 
         INOUT str2 text, 
         OUT num1 integer) 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
  
    COST 100 
    VOLATILE
AS $BODY$
DECLARE
str3 text;
BEGIN 
  
         str2 := 'Success'; 
         num1 := 100; 
  
    RETURN ; 
    EXCEPTION 
        WHEN others THEN 
             RETURN ;
END;
$BODY$;

Aurora PostgreSQL 互換のデー
タエンジニア

修正された関数を実行します。 次のクエリを使用して、更新し
た関数を実行します。この関数
の 2 番目の引数には NULL 値
を渡します。これは、INOUTエ
ラーを回避するためにこのパラ
メータを宣言したためです。 

select 
 public.test_overloading('Test', 
 null);

これで、関数は正常に作成され
ました。

Success, 100

Aurora PostgreSQL 互換のデー
タエンジニア

結果を検証します。 オーバーロードされた関数を含
むコードが正常に変換されたこ
とを確認します。

Aurora PostgreSQL 互換のデー
タエンジニア

関連リソース
• Amazon Aurora PostgreSQL の操作 (Aurora ドキュメント)
• Oracle での関数のオーバーロード (Oracle ドキュメンテーション)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
DynamoDB のタグ付けを強制するのに役立ちます

• PostgreSQL における関数のオーバーロード (PostgreSQL ドキュメンテーション)

DynamoDB のタグ付けを強制するのに役立ちます
マンシ・スラトワラ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:クラウドネイティ
ブ、セキュリティ、アイデン
ティティ、コンプライアンス、
データベース

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス: CloudWatch
アマゾン、Amazon 
DynamoDB、AWS 
Lambda、Amazon SNS

概要
このパターンでは、定義済みの Amazon DynamoDB タグが見つからないか、Amazon Web Services 
(AWS) クラウドの DynamoDB リソースから削除された場合に、自動通知が設定されます。 

DynamoDB は、高速で予測可能なパフォーマンスとスケーラビリティを備えたフルマネージド NoSQL 
データベースサービスです。DynamoDB を使用すると、分散データベースの運用とスケーリングに伴う管
理上の負担を軽減できます。DynamoDB を使用すると、ハードウェアのプロビジョニング、設定と構成、
レプリケーション、ソフトウェアパッチ適用、クラスタースケーリングなどを自分で行う必要はなくなり
ます。

このパターンでは、Amazon CloudWatch イベントイベントと AWS Lambda 関数を作成する AWS 
CloudFormation テンプレートを使用します。このイベントは、AWS を使用して新規または既存
の DynamoDB CloudTrail タグ情報を監視します。定義済みのタグが見つからないか削除された場
合、Lambda CloudWatch 関数がトリガーされ、違反を通知する Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) 通知が送信されます。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Lambda 関数を実行するための Python スクリプトを含む Lambda .zip ファイル用の Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3) バケット

機能制限

• このソリューションは、TagResourceUntagResource CloudTrail またはイベントが発生した場合にの
み機能します。他のイベントの通知は作成されません。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

562

https://www.postgresql.org/docs/current/xfunc-overload.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

• Amazon DynamoDB
• AWS CloudTrail
• アマゾン CloudWatch
• AWS Lambda
• Amazon S3
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

AWS CloudFormation テンプレートは、さまざまな AWS リージョンとアカウントで複数回使用できま
す。テンプレートは、各リージョンまたはアカウントで 1 回だけ実行する必要があります。

Tools
Tools

• Amazon DynamoDB — DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、スケー
ラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスと特長とするフルマネージド NoSQL データベー
スサービスです。 

• AWS CloudTrail — CloudTrail AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用とリスク
の監査を行えるように支援する AWS のサービスです。ユーザー、ロール、または AWS のサービスに
よって実行されたアクションは、 CloudTrail にイベントとして記録されます。 

• Amazon CloudWatch CloudWatch Events — Amazon Events は、AWS リソースの変更を示すシステム
イベントをストリームとして提供します。 

• AWS Lambda — Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を必要とせずにコードを実行できるコ
ンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエス
トから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。 

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できる、拡張性の
高いオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、アプリケーション、エンドユー
ザー、およびデバイスでクラウドから通知を瞬時に送受信できるようにするウェブサービスです。 

Code

• プロジェクトの.zip ファイルを添付できます。

叙事詩
S3 バケットの定義

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソールで、先
頭にスラッシュを含まない一意
の名前で、S3 バケットを選択

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
または作成します。この S3 バ
ケットは Lambda コードの.zip 
ファイルをホストします。S3 バ
ケットは、モニタリング対象の 
DynamoDB リソースと同じ AWS 
リージョンに存在している必要
があります。

Lambda コードを S3 バケットにアップロード

タスク 説明 必要なスキル

Lambda コードを S3 バケットに
アップロードします。

添付ファイルセクションで提供
されている Lambda コードの.zip 
ファイルを S3 バケットにアップ
ロードします。S3 バケットは、
監視対象の DynamoDB リソース
と同じリージョンに存在してい
る必要があります。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

AWS CloudFormation コン
ソールで、添付ファイルセク
ションで提供されている AWS 
CloudFormation テンプレートを
デプロイします。次のエピック
では、パラメータの値を指定し
ます。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットに名前を付けます。 最初のエピックで作成または選
択した S3 バケットの名前を入力
します。

クラウドアーキテクト

Amazon S3 キーを入力します。 S3 バケット内の Lambda コー
ドの.zip ファイルの場所を、先
頭のスラッシュなしで指定し
ます (例:<folder>/<file-
name>.zip)。

クラウドアーキテクト

メールアドレスを入力します Amazon SNS 通知を受け取るた
めのアクティブな E メールアド
レスを入力してください。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

ロギングレベル。 Lambda 関数のログレベルと頻
度を定義します。 Infoアプリ
ケーションの進行状況に関する
詳細な情報メッセージを指定し
ます。 Errorアプリケーション
の実行を続行できるエラーイベ
ントを指定します。 Warning潜
在的に有害な状況を示します。

クラウドアーキテクト

必要な DynamoDB タグキーを入
力します。

タグは必ずカンマで区切って、
スペースを入れないでください 
(例:ApplicationId,CreatedBy,Environment,Organization)。 
CloudWatch イベントイベント
はこれらのタグを検索し、見つ
からない場合は通知を送信しま
す。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認します。

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

テンプレートが正常にデプロイ
されると、指定したメールアド
レスにサブスクリプションメー
ルが送信されます。違反通知を
受け取るには、このメールの購
読を確認する必要があります。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• S3 バケットの作成
• S3 バケットにファイルをアップロード 
• DynamoDB 内のリソースにタグを付ける
• AWS を使用して AWS API CloudWatch コールでトリガーするイベントルールの作成 CloudTrail

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS DMS と Amazon Aurora によるクロスリー
ジョンの災害復旧の実装

マークハドソン (AWS) によって作成されました
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

環境:プロダクション テクノロジー:データベース AWS サービス:AWS DMS、アマ
ゾン RDS、Amazon Aurora

概要
自然災害または人為的災害はいつでも発生する可能性があり、特定のAmazon Web Services（AWS）リー
ジョンで実行されているサービスやワークロードの可用性に影響を与える可能性があります。リスクを軽
減するには、AWS サービスに組み込まれているクロスリージョン機能を組み込んだ災害復旧 (DR) 計画を
策定する必要があります。本質的にクロスリージョン機能を提供しない AWS サービスの場合、DR プラン
には AWS リージョン間のフェイルオーバーを処理するソリューションも提供する必要があります。

このパターンでは、1 つのリージョンに 2 つの Amazon Aurora MySQL 互換エディションデータベース
クラスターを使用する災害復旧セットアップを順を追って説明します。DR 要件を満たすために、デー
タベースクラスターは Amazon Aurora グローバルデータベース機能を使用するように設定され、1 つの
データベースが複数の AWS リージョンにまたがっています。AWS Database Migration Service Migration 
(AWS DMS) タスクは、ローカルリージョン内のクラスター間でデータをレプリケートします。ただ
し、AWS DMS はクロスリージョンタスクをサポートしていません。このパターンには、この制限を回避
し、両方のリージョンで AWS DMS を個別に設定するために必要な手順が含まれています。

前提条件と制限
前提条件

• Amazon Aurora グローバルデータベースをサポートする一部のプライマリおよびセカンダリ AWS リー
ジョン。

• プライマリーリージョンの 1 つのアカウントに 2 つの独立した Amazon Aurora MySQL 互換エディショ
ンデータベースクラスターがあります。

• データベースインスタンスクラス db.r5 以上 (推奨)
• 既存のデータベースクラスター間で継続的なレプリケーションを実行するプライマリリージョンの AWS 

DMS タスク。
• データベースインスタンスを作成するための要件を満たすための DR リージョンのリソースを用意して

います。詳細については、「VPC 内の DB インスタンスの使用」を参照してください。

機能制限

• Amazon Aurora グローバルデータベースの制限の詳細なリストについては、「Amazon Aurora グローバ
ルデータベースの制限事項」を参照してください。

製品バージョン

• Amazon Aurora MySQL 互換エディションは 5.7 または 8.0 詳細については、「Amazon Aurora のバー
ジョン」を参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Aurora MySQL 互換のグローバルデータベースクラスター
• AWS DMS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

AWS CloudFormation を使用して、仮想プライベートクラウド (VPC)、サブネット、パラメータグ
ループなどの前提となるインフラストラクチャをセカンダリリージョンに作成できます。また、AWS 
CloudFormation を使用して DR リージョンにセカンダリクラスターを作成し、グローバルデータベース
に追加することもできます。 CloudFormation テンプレートを使用してプライマリリージョンでデータ
ベースクラスターを作成した場合は、テンプレートを更新または追加のテンプレートで拡張して、グロー
バルデータベースリソースを作成できます。詳細については、「2 つの DB インスタンスを含む Amazon 
Aurora DB クラスターの作成」と「Aurora MySQL 用のグローバルデータベースクラスターの作成」を参
照してください。

最後に、 CloudFormation フェイルオーバーとフェイルバックイベントが発生した後を使用して、プライ
マリリージョンとセカンダリリージョンに AWS DMS タスクを作成できます。詳細については、を参照し
てくださいAWS::DMS::ReplicationTask。

Tools
• Amazon Aurora-Amazon Aurora は完全マネージド型のリレーショナルデータベースエンジン

で、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。このパターンでは、Amazon Aurora MySQL 互換
を使用します。

• Amazon Aurora グローバルデータベース-Amazon Aurora グローバルデータベースは、グローバルに分
散されたアプリケーション向けに設計されています。1 つの Amazon Aurora Global Database が複数の 
AWS リージョンにまたがることがあります。データベースのパフォーマンスに影響を与えずにデータを
複製します。また、各リージョンで低レイテンシーで高速なローカル読み取りが可能になり、リージョ
ン全体の障害からの障害復旧が可能になります。

• AWS DMS-AWS Database Migration Service gration (AWS DMS) は、1 回限りの移行または継続的な
レプリケーションを提供します。進行中のレプリケーションタスクにより、ソースデータベースとター
ゲットデータベースが同期されます。セットアップ後、進行中のレプリケーションタスクは、最小限の
レイテンシーでソースの変更をターゲットに継続的に適用します。データ検証や変換などの AWS DMS 
の機能はすべて、どのレプリケーションタスクでも利用できます。

叙事詩
プライマリリージョンの既存のデータベースクラスターを準備します

タスク 説明 必要なスキル

データベースクラスターパラ
メータグループを変更します。

既存のデータベースクラス
ターパラメーターグループ
で、binlog_formatパラメー
ターを row の値に設定して行レ
ベルのバイナリロギングを有効
にします。

AWS DMS では、継続的なレプ
リケーションまたは変更データ
キャプチャ (CDC) を実行する場
合、MySQL 互換データベース
の行レベルのバイナリロギング
が必要です。詳細については、
「AWS が管理する MySQL 互

AWS 管理者
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-rds-dbcluster.html#aws-resource-rds-dbcluster--examples
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
換データベースを AWS DMS の
ソースとして使用する」を参照
してください。

データベースバイナリログの保
存期間を更新します。

エンドユーザーデバイスにイン
ストールされた MySQL クライ
アントまたは Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
インスタンスを使用して、また
は Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) が提供
する次のストアドプロシージャ
を、メインデータベースクラス
ターのライターノードで実行し
ます。XX

call 
 mysql.rds_set_configuration('binlog 
 retention hours', XX)

次のコマンドを実行して、設定
を確認します。

call 
 mysql.rds_show_configuration;

AWS で管理されている MySQL 
互換データベースは、バイナリ
ログをできるだけ早く消去しま
す。そのため、AWS DMS タス
クが実行される前にログが消去
されないように、保持期間を十
分に長くする必要があります。
通常は 24 時間で十分ですが、値
は DR リージョンで AWS DMS 
タスクを設定するのに必要な時
間に基づく必要があります。

DBA

プライマリリージョンの既存の AWS DMS タスクを更新する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS タスクの ARN を記録
します。

Amazon リソースネーム (ARN) 
を使用して、後で使用できるよ
うにAWS DMS タスク名を取得
します。AWS DMS タスク ARN 
を取得するには、コンソールで
タスクを表示するか、次のコマ
ンドを実行します。

aws dms describe-
replication-tasks

AWS 管理者
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.MySQL.html#CHAP_Source.MySQL.AmazonManaged
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.MySQL.html#CHAP_Source.MySQL.AmazonManaged
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ARN は次のようになります。

arn:aws:dms:us-
east-1:<accountid>:task:AN6HFFMPM246XOZVEUHCNSOVF7MQCLTOZUIRAMY

最後のコロンの後の文字は、後
のステップで使用されるタスク
名に対応します。

既存の AWS DMS タスクを変更
してチェックポイントを記録し
ます。

AWS DMS は、レプリケーショ
ンエンジンが変更ストリームの
復旧ポイントを認識できるよう
に、情報を含むチェックポイン
トを作成します。チェックポイ
ント情報を記録するには、コン
ソールで以下のステップを実行
します。

1. AWS DMS タスクを停止しま
す。

2. タスクの JSON エ
ディターを使用して、 
TaskRecoveryTableEnabled 
パラメーターを true に設定し
ます。

3. AWS DMS タスクを開始しま
す。

AWS 管理者

チェックポイント情報を検証し
ます。

クラスターのライターエンドポ
イントに接続された MySQL ク
ライアントを使用して、レポー
ターデータベースクラスターの
新しいメタデータテーブルにク
エリを実行し、そのテーブルが
存在し、レプリケーション状態
情報が含まれていることを確認
します。以下のコマンドを実行
します。

select * from 
 awsdms_control.awsdms_txn_state;

ARN のタスク名
は、Task_Nameこの表の列にあ
るはずです。

DBA

両方の Amazon Aurora クラスターを災害復旧リージョンに拡張

タスク 説明 必要なスキル

DR リージョンに基本インフラス
トラクチャを作成します。

Amazon Aurora クラスターの作
成とアクセスに必要な基本コン
ポーネントを作成します。

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• Virtual Private Cloud (VPC)
• サブネット
• セキュリティグループ
• ネットワークアクセスコント

ロールリスト
• サブネットグループ
• DB パラメータグループ
• DB クラスターのパラメータグ

ループ

両方のパラメータグループの設
定がプライマリリージョンの設
定と一致していることを確認し
ます。

DR リージョンを両方の Amazon 
Aurora クラスターに追加しま
す。

メインおよびレポーターの 
Amazon Aurora クラスターにセ
カンダリリージョン (DR リー
ジョン) を追加します。詳細につ
いては、「Amazon Aurora AWS 
lobal Database への追加」を参照
してください。

AWS 管理者

フェイルオーバーを実行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS タスクを停止しま
す。

プライマリリージョンの AWS 
DMS タスクは、フェイルオー
バーが発生すると正しく機能
しなくなるため、エラーを避け
るために停止する必要がありま
す。

AWS 管理者

マネージドフェイルオーバーを
実行します。

メインデータベースクラスター
の DR リージョンへのマネージ
ドフェイルオーバーを実行しま
す。手順については、「Amazon 
Aurora Global Database の管理
された計画的なフェイルオー
バーを実行する」を参照してく
ださい。メインデータベースク
ラスターでのフェールオーバー
が完了したら、レポーターデー
タベースクラスターで同じアク
ティビティを実行します。

AWS 管理者、データベース管理
者

メインデータベースにデータを
ロードします。

DR データベースクラスタのメイ
ンデータベースのライターノー
ドにテストデータを挿入しま
す。このデータは、レプリケー
ションが正しく機能しているこ

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database-getting-started.html#aurora-global-database-attaching
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
とを確認するために使用されま
す。

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを作成します。

DR リージョンに AWS DMS レ
プリケーションインスタンス
を作成するには、「レプリケー
ションインスタンスの作成」を
参照してください。

AWS 管理者、データベース管理
者

AWS DMS のソースとターゲッ
トのエンドポイントを作成しま
す。

DR リージョンに AWS DMS の
ソースエンドポイントとター
ゲットエンドポイントを作成す
るには、「ソースエンドポイン
トとターゲットエンドポイント
の作成」を参照してください。
ソースは、メインデータベース
クラスターのライターインスタ
ンスを指している必要がありま
す。ターゲットは、レポーター
データベースクラスターのライ
ターインスタンスを指します。

AWS 管理者、データベース管理
者

レプリケーションチェックポイ
ントを取得します。

レプリケーションチェックポイ
ントを取得するには、MySQL ク
ライアントを使用して DR リー
ジョンのレポーターデータベー
スクラスターのライターノー
ドに対して以下を実行して、メ
タデータテーブルをクエリしま
す。

select * from 
 awsdms_control.awsdms_txn_state;

表から、2 番目のエピックで取得
したプライマリリージョンに存
在する AWS DMS タスクの ARN 
に対応する task_name 値を見つ
けてください。

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_ReplicationInstance.Creating.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_ReplicationInstance.Creating.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS タスクを作成しま
す。

コンソールを使用して、DR リー
ジョンに AWS DMS タスクを作
成します。タスクでは、「デー
タ変更のみを複製」の移行方
法を指定します。詳細について
は、「タスクの作成」を参照し
てください。 

1. タスク設定で、ウィザードを
使用して次の項目を指定しま
す。
• ソーストランザクションの 

CDC 開始モード — カスタ
ム CDC 開始モードを有効に
する

• ソーストランザクションの
カスタム CDC スタートポイ
ント — リカバリチェックポ
イントを指定

2. リカバリチェック
ポイントボックス
に、awsdms_txn_stateテー
ブルのデータベースクエリで
以前に取得したレプリケー
ションチェックポイント値を
入力します。 

3. タスク設定セクション
で、JSON エディターを選択
し、TaskRecoveryTableEnabledパ
ラメーターを true に設定しま
す。 

AWS DMS タスクの [移行タスク
を開始] 設定を [作成時に自動] に
設定します。

AWS 管理者、データベース管理
者

AWS DMS タスクの ARN を記録
します。

ARN を使用して AWS DMS タス
ク名を取得し、後で使用できる
ようにします。AWS DMS タス
クの ARN を取得するには、次の
コマンドを実行します。

aws dms describe-
replication-tasks

AWS 管理者、データベース管理
者

複製されたデータを検証しま
す。

DR リージョンのレポーターデー
タベースクラスターに問い合わ
せて、メインデータベースクラ
スターにロードしたテストデー
タが複製されたことを確認しま
す。

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.Creating.html
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叙事詩

フェールバックを実行

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS タスクを停止しま
す。

DR リージョンの AWS DMS タ
スクは、フェイルバックが発生
すると正しく機能しなくなるた
め、エラーを避けるために停止
する必要があります。

AWS 管理者

マネージドフェールバックを実
行します。

メインデータベースクラスター
をプライマリリージョンに
フェールバックします。手順
については、「Amazon Aurora 
Global Database の管理された
計画的なフェイルオーバーを実
行する」を参照してください。
メインデータベースクラスター
でのフェールバックが完了した
ら、レポーターデータベースク
ラスターで同じアクティビティ
を実行します。

AWS 管理者、データベース管理
者

レプリケーションチェックポイ
ントを取得します。

レプリケーションチェックポイ
ントを取得するには、MySQL ク
ライアントを使用して DR リー
ジョンのレポーターデータベー
スクラスターのライターノー
ドに対して以下を実行して、メ
タデータテーブルをクエリしま
す。

select * from 
 awsdms_control.awsdms_txn_state;

表から、4 番目のエピックで
取得した DR リージョンに存
在する AWS DMS タスクの 
ARNtask_name に対応する値を
見つけてください。

DBA

AWS DMS のソースとターゲッ
トのエンドポイントを更新しま
す。

データベースクラスターがフェ
イルバックしたら、プライマ
リリージョンのクラスターを
チェックして、どのノードが
ライターインスタンスである
かを判断します。次に、プライ
マリリージョンの既存の AWS 
DMS ソースエンドポイントと
ターゲットエンドポイントがラ
イターインスタンスを指してい
ることを確認します。そうでな
い場合は、ライターインスタン
スのドメインネームシステム 
(DNS) 名でエンドポイントを更
新します。

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS タスクを作成しま
す。

コンソールを使用して、プライ
マリリージョンに AWS DMS 
タスクを作成します。タスクで
は、「データ変更のみを複製」
の移行方法を指定します。詳細
については、「タスクの作成」
を参照してください。 

1. タスク設定で、ウィザードを
使用して以下を指定します。
• ソーストランザクションの 

CDC 開始モード — カスタ
ム CDC 開始モードを有効に
する

• ソーストランザクションの
カスタム CDC スタートポイ
ント — リカバリチェックポ
イントを指定

2. リカバリチェック
ポイントボックス
に、 awsdms_txn_stateテー
ブルのデータベースクエリ
で以前に取得したレプリケー
ションチェックポイント値を
入力します。 

3. また、タスク設定セクション
内で JSON エディターを選択
し、TaskRecoveryTableEnabledパ
ラメーターを true に設定しま
す。

4. 最後に、AWS DMS タスクの 
[移行タスクを開始] 設定を [作
成時に自動] に設定します。

AWS 管理者、データベース管理
者

AWS DMS タスクの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を記録しま
す。

ARN を使用して AWS DMS タス
ク名を取得し、後で使用できる
ようにします。AWS DMS タス
クの ARN を取得するには、次の
コマンドを実行します。

aws dms describe-
replication-tasks

タスク名は、別のマネージド
フェイルオーバーを実行すると
き、または DR シナリオ中に必
要になります。

AWS 管理者、データベース管理
者

AWS DMS タスクを削除しま
す。

プライマリリージョンの元の (現
在停止している) AWS DMS タス
クと、セカンダリリージョンの
既存の AWS DMS タスク (現在停
止中) を削除します。

AWS 管理者

574

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.Creating.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

関連リソース
• Amazon Aurora DB クラスターの設定
• Amazon Aurora グローバルデータベースの使用
• Amazon Aurora MySQL の操作
• AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用
• AWS DMS エンドポイントの使用
• AWS DMS タスクでの作業
• AWS とは何ですか CloudFormation?

追加情報
この例では Amazon Aurora グローバルデータベースを DR に使用しています。これは、Amazon Aurora 
グローバルデータベースが 1 秒の効果的な復旧時間目標 (RTO) と1 分未満の復旧ポイント目標 (RPO) を
提供するためです。どちらも従来の複製ソリューションよりも短く、DR シナリオに理想的です。

Amazon Aurora グローバルデータベースには、他にも次のような多くの利点があります。

• ローカルレイテンシーによるグローバルリード — グローバルコンシューマーは、ローカルリージョンの
情報にローカルレイテンシーでアクセスできます。

• スケーラブルなセカンダリ Amazon Aurora DB クラスター — セカンダリクラスターは独立してスケー
リングでき、最大 16 個の読み取り専用レプリカを追加できます。

• プライマリからセカンダリの Amazon Aurora DB クラスターへの迅速なレプリケーション—レプリケー
ションはプライマリクラスターのパフォーマンスにほとんど影響しません。これはストレージ層で発生
し、通常、クロスリージョンレプリケーションのレイテンシは 1 秒未満です。

このパターンでは、レプリケーションにも AWS DMS を使用します。Amazon Aurora データベースには
リードレプリカを作成する機能があり、レプリケーションプロセスと DR セットアップを簡素化できま
す。ただし、AWS DMS は、データ変換が必要な場合や、ターゲットデータベースにソースデータベース
にはない追加のインデックスが必要な場合によく使用されます。

引数が 100 個を超える Oracle 関数とプロシージャ
を PostgreSQL に移行する

作成者:スリニバス・ポトラチェルボー (AWS)

環境:PoC またはパイロット ソース:オラクル ターゲット:PostgreSQL

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オープンソース、
オラクル

テクノロジー:データベース、移
行

AWS サービス:アマゾン 
RDS、Amazon Aurora
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概要

概要
このパターンは、引数が 100 を超える Oracle データベースの関数とプロシージャを PostgreSQL に移
行する方法を示しています。たとえば、このパターンを使用して Oracle 関数とプロシージャを以下の 
PostgreSQL 互換の AWS データベースサービスのいずれかに移行できます。

• PostgreSQL 用の
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

PostgreSQL は、100 個を超える引数を持つ関数やプロシージャをサポートしていません。回避策とし
て、ソース関数の引数と一致する型フィールドを持つ新しいデータ型を定義できます。次に、カスタム
データ型を引数として使用する PL/pgSQL 関数を作成して実行できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon RDS Oracle データベース (DB) インスタンス
• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスまたは Aurora PostgreSQL 互換 DB インスタンス

製品バージョン

• Amazon RDS オラクル DB インスタンスバージョン 10.2 以降
• Amazon RDS PostgreSQL DB インスタンスバージョン 9.4 以降、または Aurora PostgreSQL と互換性

のある DB インスタンスバージョン 9.4 以降
• オラクル SQL デベロッパーバージョン 18 以降
• pgAdmin /pg/pg/

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Amazon RDS オラクル DB インスタンスバージョン 10.2 以降

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS PostgreSQL DB インスタンスバージョン 9.4 以降、または Aurora PostgreSQL と互換性
のある DB インスタンスバージョン 9.4 以降

Tools
AWS サービス

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデー
タベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイメントのセットアップ、運
用、およびスケーリングに役立つ、フルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエン
ジンです。
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ベストプラクティス

その他のサービス

• Oracle SQL Developerは、従来のデプロイメントとクラウドベースのデプロイメントの両方におけるオ
ラクル・データベースの開発と管理を簡素化する統合開発環境です。

• pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管
理、使用に役立つグラフィカルインターフェイスを提供します。

ベストプラクティス
作成するデータ型が、ソース Oracle 関数またはプロシージャに含まれる型フィールドと一致していること
を確認してください。

叙事詩
100 個を超える引数を持つ Oracle 関数またはプロシージャを実行する

タスク 説明 必要なスキル

100個を超える引数を持つ既存の
Oracle/PLSQLファンクションま
たはプロシージャを作成または
識別します。

100 個を超える引数を持つ 
Oracle/PLSQL ファンクション
またはプロシージャを作成しま
す。

-または-

引数が 100 個を超える既存の
Oracle/PLSQLファンクション
またはプロシージャを特定しま
す。

詳細については、Oracle 
Database ドキュメントの
セクション 14.7 CREATE 
FUNCTION ステートメントと
14.11 CREATE PROCEDURE ス
テートメントのセクションを参
照してください。

オラクル/PL/SQLの知識

Oracle/PLSQL ファンクションま
たはプロシージャをコンパイル
します。

Oracle/PLSQL ファンクションま
たはプロシージャをコンパイル
します。

詳細については、OracDatabド
キュメントの「関数のコンパイ
ル」を参照してください。

オラクル/PL/SQLの知識

オラクル/PLSQL ファンクション
を実行します。

Oracle/PLSQL ファンクション
またはプロシージャを実行しま
す。次に、出力を保存します。

オラクル/PL/SQLの知識
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https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/sqldeveloper-landing.html
https://www.pgadmin.org/
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/lnpls/CREATE-FUNCTION-statement.html#GUID-B71BC5BD-B87C-4054-AAA5-213E856651F2
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/lnpls/CREATE-FUNCTION-statement.html#GUID-B71BC5BD-B87C-4054-AAA5-213E856651F2
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/lnpls/CREATE-PROCEDURE-statement.html#GUID-5F84DB47-B5BE-4292-848F-756BF365EC54
https://docs.oracle.com/cd/E37097_01/doc.42/e35128/GUID-6B7B6F82-616D-4915-82BE-D4AE7F59CF37.htm#AEUTL165
https://docs.oracle.com/cd/E37097_01/doc.42/e35128/GUID-6B7B6F82-616D-4915-82BE-D4AE7F59CF37.htm#AEUTL165


AWS 規範的ガイダンス パターン
トラブルシューティング

ソース関数またはプロシージャの引数と一致する新しいデータ型を定義する

タスク 説明 必要なスキル

PostgreSQL で新しいデータタイ
プを定義してください。

ソース Oracle 関数またはプロ
シージャの引数に表示されるの
と同じフィールドをすべて含む
新しいデータ型を PostgreSQL 
で定義します。

詳細については、PostgreSQL ド
キュメントの「タイプ作成」を
参照してください。

PostgreSQL /pg/pg/pg/pg/pg/pg/
pg/pg

新しい TYPE 引数を含む PostgreSQL 関数を作成します。

タスク 説明 必要なスキル

新しいデータ型を含む 
PostgreSQL 関数を作成します。

TYPE新しい引数を含む 
PostgreSQL 関数を作成します。

関数の例を確認するには、こ
のパターンの「追加情報」セク
ションを参照してください。

PostgreSQL /pg/pg/pg/pg/pg/pg/
pg/pg

PostgreSQL 関数をコンパイルし
ます。

PostgreSQL で関数をコンパイル
します。新しいデータ型フィー
ルドがソース関数またはプロ
シージャの引数と一致する場
合、関数は正常にコンパイルさ
れます。

PostgreSQL /pg/pg/pg/pg/pg/pg/
pg/pg

PostgreSQL 関数を実行します。 PostgreSQL 関数を実行します。 PostgreSQL /pg/pg/pg/pg/pg/pg/
pg/pg

トラブルシューティング
問題 解決策

機能は次のエラーを返します。

エラー:「」付近の構文エラー <statement>

関数のすべてのステートメントがセミコロン (;) で
終わっていることを確認してください。

機能は次のエラーを返します。

エラー:「」は既知の変数ではありません
<variable>

DECLARE関数本体で使用されている変数が関数の
セクション内にリストされていることを確認して
ください。

関連リソース
• Amazon Aurora PostgreSQL での作業 (Aurora 用 Amazon Aurora ユーザーガイド)
• タイプを作成 (PostgreSQL ドキュメンテーション)
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追加情報

追加情報
タイプ引数を含む PostgreSQL 関数の例

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_proc_new
( 
    IN p_rec type_test_proc_args
)  
RETURNS void
AS
$BODY$
BEGIN 

    /* 
    ************** 
    The body would contain code to process the input values. 
    For our testing, we will display couple of values. 
    *************** 
    */ 
    RAISE NOTICE USING MESSAGE = CONCAT_WS('', 'p_acct_id: ', p_rec.p_acct_id); 
    RAISE NOTICE USING MESSAGE = CONCAT_WS('', 'p_ord_id: ', p_rec.p_ord_id); 
    RAISE NOTICE USING MESSAGE = CONCAT_WS('', 'p_ord_date: ', p_rec.p_ord_date); 
    
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql  
COST 100;

Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを AMS 
を使用する他のアカウントに移行する

ピネシュ・シンガル (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:データベース:リレーショ
ナル

対象:AWS Managed Services 上
の Amazon RDS for Oracle

R タイプ:リホスト ワークロード:オラクル テクノロジー:データベース、移
行、ストレージとバックアップ

AWS サービス:アマゾン 
RDS、AWS Managed Services

概要
このパターンは、Oracle DB インスタンスと Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を、あ
る AWS アカウントから別の AWS アカウントに移行する方法を示しています。このパターンは、ソース
の AWS アカウントは AWS Managed Services (AMS) を使用しないが、ターゲットアカウントは AMS を
使用するシナリオに適用されます。AWS マネジメントコンソールを使用してデータベース操作を実行する
代わりに、AMS の変更要求 (RFC) を使用して移行を完了できます。この方法では、トランザクション数
が多いマルチテラバイトの Oracle ソースデータベースのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
たとえば、400 ～ 900 GB のデータベースのダウンタイムは、約 2 ～ 3 時間続く可能性があります。デー
タベースの移行時間は、Amazon RDS for Oracle DB インスタンスのサイズに直接比例します。
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前提条件と制限

重要:このパターンでは、ソースアカウントの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスのデータベースス
ナップショットを作成し、そのスナップショットを AMS を使用しているターゲットアカウントにコピー
し、そのスナップショットから RFC を発行して新しい DB インスタンスを作成する必要があります。

前提条件と制限
前提条件

• ソースアカウントのアクティブな AWS アカウント
• ターゲットアカウントに AMS を使用するアクティブな AWS アカウント
• Oracle DB インスタンスの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスの Amazon RDS、稼働中

機能制限

• ソースアカウントの DB インスタンスの同じプロパティまたは設定が、AMS の新しいターゲット DB イ
ンスタンスにコピーされます。

• この移行アプローチで使用されている RFC メソッドには、Amazon RDS for Oracle をサポートする機能
が限られています。AWS CloudFormation テンプレートを使用してデータベースの移行を実行すること
で、Amazon RDS for Oracle のすべての機能にアクセスできます。

• 移行は予定されているダウンタイム中に完了する必要があるため、アプリケーションが数時間停止する
可能性があります。ダウンタイム中は、ソースアカウントの DB インスタンスを停止し、ターゲットア
カウントの新しい DB インスタンスを稼働させます。

• この移行方法は、同じ AWS アカウント内の 1 つの AWS リージョンから別のリージョンへの DB イン
スタンスの移行には適用されません。

製品バージョン

• Oracle Database Standard Edition 2 (SE2) 12.1.0.2.v2 インスタンス以降 Oracle Database Standard 
Edition 2 (SE2) 12.1.0.2.v2 インスタンス、Amazon RDS for Oracle

• Oracle 11g 用 Amazon RDS はサポートされなくなりました (詳細については、Amazon RDS ドキュメ
ントの「Oracle 用 Amazon RDS」を参照してください)。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Oracle Database SE2 12.1.0.2.v2 インスタンス
• Amazon RDS サブネットグループ
• Amazon RDS オプショングループ (必要な場合)
• Amazon RDS パラメータグループ (必要な場合)
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) セキュリティグループ
• AWS Key Management Service (AWS KMS) と AWS マネージドキーまたはカスタマーマネージドキー

と AWS Key Management Service (AWS KMS)
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロール (必要な場合)

ターゲットテクノロジースタック

• Oracle Database SE2 12.1.0.2.v2 インスタンス
• Amazon RDS サブネットグループ
• Amazon RDS オプショングループ (必要な場合)
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Tools

• Amazon RDS パラメータグループ (必要な場合)
• Amazon VPC セキュリティグループ
• AWS Managed Services (AMS)
• AWS マネージドキーとカスタマーマネージドキーを使用する AWS KMS
• IAM ロール (必要な場合)

ソースとターゲットのマイグレーションアーキテクチャ

次の図は、ある AWS アカウントの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを、AMS を使用する別の 
AWS アカウントの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスに移行する方法を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ソースアカウントの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスのデータベーススナップショットを作成
します。

2. スナップショットをターゲットアカウントの AMS にコピーします。
3. ターゲットアカウントのスナップショットから、新しい Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを、

ターゲットアカウントのスナップショットから、新しい Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを作
成します。

自動化とスケール

CloudFormation テンプレートを使用し、AMS で RFC を作成することで、移行を自動化およびスケーリン
グできます。 CloudFormation では、Amazon RDS for Oracle DB インスタンスをスナップショットから作
成するときに DB インスタンスを設定して復元する機能など、Amazon RDS for Oracle のすべての機能を
使用できます。

Tools
• Oracle 用の Amazon Rational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドで Oracle Rational 

Database を設定、運用、拡張できます。
• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、暗号化キーを作成して管理し、データを保護するのに

役立ちます。
• AWS Managed Services (AMS) は、AWS インフラストラクチャをより効率的かつ安全に運用するのに

役立ちます。

叙事詩
対象口座のカットオーバーの準備

タスク 説明 必要なスキル

カスタム AWS KMS キーを作
成。

1. ターゲットアカウントからカ
スタム KMS キーを作成する
には、「KMS キーの作成」と
いう自動的な RFC を作成しま
す。

2. カスタム KMS キーをソー
スアカウントと共有しま
す。注:Amazon RDS (aws/

AWS、AMS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
rds) のデフォルトの AWS 
マネージドキーを使用する
Oracle DB インスタンス用 
Amazon RDS を共有する
ことはできません。代わり
に、KMS キーから DB インス
タンスを再暗号化して DB イ
ンスタンスを共有してくださ
い。

セキュリティグループを作成し
ます。

ターゲットアカウントから VPC
のセキュリティグループを作成
するには、Create security group 
という自動的な RFC を作成しま
す。

必ず以下のことをしてくださ
い。

• 新しいセキュリティグループ
名

• TCP と UDP イングレスルール
と UDP イングレスルール

• 標準タグ

AWS、AMS

(オプション) Amazon RDS リ
ソースを確認します。

Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスが作成されると、以下
のリソースが作成されます。

• Amazon RDS サブネットグ
ループ (サブネット ID に基づ
く)

• Amazon RDS オプショング
ループ (ソース DB インスタン
スのスナップショットに基づ
く)

• Amazon RDS パラメータグ
ループ (DB インスタンスのス
ナップショットに基づく)

DB インスタンスを作成したと
きに作成された Amazon RDS 
リソースを確認したい場合
は、Oracle DB インスタンスに
接続して、Amazon RDS コン
ソールでサブネットグループ、
オプショングループ、およびパ
ラメータグループを見つけるこ
とができます。

AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

ソースアカウントを切り換える

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションを停止しま
す。

アプリケーションとその依存
サービスを停止します。ソース
アカウントのデータベースへの
すべてのトラフィックを停止す
る必要があります。

アプリケーション所有者

スナップショットを手動で作成
します。

ソースアカウントの Amazon 
RDS for Oracle DB インスタンス
の DB スナップショットを手動で
作成します。

AWS

DB インスタンスを停止します。 Oracle DB インスタンスと 
Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスと Oracle DB インスタ
ンスと Oracle

AWS

スナップショットをコピーしま
す。

DB スナップショットを同じソー
スアカウントにコピーし、ター
ゲットアカウントから共有され
ているカスタム KMS キーを使用
して、コピーした DB スナップ
ショットファイルを再暗号化し
ます。

AWS

スナップショットを共有しま
す。

新しいスナップショット (カスタ
ム KMS キーでコピーしたもの) 
をターゲットアカウントと共有
します。

AWS

対象口座の引き落とし

タスク 説明 必要なスキル

スナップショットをコピーしま
す。

Copy RDS snapshot という自
動的な RFC を作成して DB ス
ナップショットを同じターゲッ
トアカウントにコピーし、再暗
号化用に作成されたデフォルト
の AWS マネージド KMS キーを
使用します。

これは、ターゲットアカウント
を新しいスナップショットの
所有者にし、必要に応じてス
ナップショットから作成された 
Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスをオプショングループ
に関連付けるために必要です。

AWS、AMS

スナップショットから DB インス
タンスを作成します。

「スナップショットから DB を作
成」という自動的な RFC を作成
して、そのスナップショットか

AWS、AMS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ら Amazon RDS for Oracle DB イ
ンスタンスを作成します。

必ず以下のことをしてくださ
い。

• 前のステップで作成された新
しいスナップショットID

• VPC ID
• サブネット ID
• RDS インスタンス ID
• 標準タグ

インスタンスをセキュリティグ
ループに接続し、設定を更新し
ます。

1. 「その他更新」と呼ばれる手
動の RFC を作成して、以前
に作成した Amazon RDS for 
Oracle DB インスタンスを、
以前に作成した VPC セキュリ
ティグループにアタッチしま
す。

2. Amazon RDS for Oracle DB イ
ンスタンスに追加の変更を加
えます。

AWS、AMS

DB インスタンスをテストしま
す。

同じセキュリティグループでホ
ストされている任意のインス
タンスまたはアプリケーション
サーバーにログインし、telnet 
を使用して 1521 ポートに接続
して、新しい Amazon RDS for 
Oracle DB インスタンスのエンド
ポイント接続をテストします。
詳細については、Amazon RDS 
ドキュメントの「Amazon RDS 
DB インスタンスに接続する」を
参照してください。

注:プライマリユーザーのログ
イン認証情報がある場合は、任
意の SQL クライアント (Oracle 
SQL Developer など) からログイ
ンして Amazon RDS for Oracle 
DB インスタンスをテストできま
す。

AWS、DBA

関連リソース
• AWS Managed Services (AWS ドキュメント)
• RFC の仕組み (AWS Managed Services ドキュメント)
• 暗号化されたスナップショットの共有 (Amazon RDS ユーザーガイド)
• 暗号化された Amazon RDS DB スナップショットでの、暗号化された Amazon RDS DB スナップショッ

トでの、別アカウントと共有する方法を教えてください。(AWS ナレッジセンター)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) とは (アマゾン RDS ユーザーガイド)
• Amazon RDS for Oracle (アマゾン RDS ユーザーガイド)
• AMS コンソールの使用 (AWS Managed Services ドキュメント)

追加情報
マイグレーションをロールバックする

移行をロールバックする場合は、以下のステップを完了します。

1. ターゲットアカウントから手動の RFC (Update Other) を作成して、ターゲットアカウントで作成され
たデータベーススタックを削除します。

2. ソースアカウントの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを指すようにアプリケーション設定を更
新します。

3. ソースアカウントで Amazon RDS for Oracle DB インスタンスと、Oracle DB インスタンスと Oracle 
DB インスタンスと、ソースアカウントの Oracle

オラクルのアウトバインド変数を PostgreSQL デー
タベースに移行する

ビカシュ・チャンドラ・ルート (AWS) とビナイ・パラディ (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロットのリ
クエスト

ソース: データベースリレーショ
ナル

ターゲット: RDS/Aurora 
Postgresql

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: Oracle テクノロジー: データベース; 移
行

AWS サービス: Amazon 
Aurora、アマゾン RDS、AWS 
SCT

概要
このパターンは、OracleOUT データベースのバインド変数を次の PostgreSQL 互換の AWS データベース
サービスのいずれかに移行する方法を示しています。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

PostgreSQLOUT はバインド変数をサポートしていません。Python ステートメントで同じ機能を利用する
には、GETSET代わりにおよびパッケージ変数を使用するカスタム PL/pgSQL 関数を作成できます。これ
らの変数を適用するために、このパターンで提供されるラッパー関数スクリプトの例では、AWS Schema 
Conversion Tool (AWS SCT) 拡張パックを使用します。

[Note:] (メモ:) OracleEXECUTE IMMEDIATE ステートメントが最大 1SELECT 行しか返さないステートメン
トである場合は、次のことを実行するのがベスト・プラクティスです。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

• OUTINTO節にバインド変数 (定義) を入力
• INUSING節にバインド変数を入れる

詳細については、Oracle ドキュメントの EXECUTE IMMEDIATE ステートメントを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント 
• オンプレミスデータセンターにある Oracle Database 10g (またはそれ以降) のソースデータベース
• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスまたは Aurora PostgreSQL と互換性のある DB インスタ

ンス

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスの Oracle データベース 10g (またはそれ以降) のデータベース 

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスまたは Aurora PostgreSQL 用の DB インスタンスまたは 
Aurora PostgreSQL Compatible DB インスタンス

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、OracleOUT データベースのバインド変数を PostgreSQL 互換の AWS データベースに移行する
ワークフローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. AWS SCT は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分を、ターゲットの PostgreSQL 
と互換性のある AWS データベースと互換性のある形式に変換します。

2. 自動的に変換できないデータベースオブジェクトには、PL/pgSQL 関数によってフラグが付けられま
す。フラグが付けられたオブジェクトは、移行を完了するために手動で変換されます。

Tools
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス

ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドで PostgreSQL リレー

ショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
• AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコー

ドを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移
行をサポートします。

• pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソースの管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管
理、使用に役立つグラフィカルインターフェイスを提供します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
カスタム PL/pgSQL 関数と AWS SCT を使用して Oracle OUT バインド変数を移
行する

タスク 説明 必要なスキル

PostgreSQL と互換性のある 
AWS データベースConnect。

DB インスタンスが作成された
後、SQL 標準クライアントアプ
リケーションを使用して DB ク
ラスターのデータベースに接続
できるようになります。たとえ
ば、pgAdmin を使用して DB イ
ンスタンスに接続できます。

詳細については、以下のいずれ
かを参照してください。

• Amazon RDS ユーザーガイド
の Amazon RDS DB インスタ
ンスへの接続

• Amazon Aurora ユーザーガイ
ドの Amazon Aurora DB クラ
スターへの接続

マイグレーションエンジニア

このパターンのラッパー関数ス
クリプトの例をターゲットデー
タベースのメインスキーマに追
加します。

このパターンの追加情報セク
ションにあるサンプル PL/pgSQL 
ラッパー関数スクリプトをコ
ピーします。次に、関数をター
ゲットデータベースのメインス
キーマに追加します。

詳細については、PostgreSQL 
のドキュメントの「CREATE 
FUNCTION」を参照してくださ
い。

マイグレーションエンジニア

(オプション) Test_PG スキーマ
を含むように、ターゲットデー
タベースのメインスキーマの検
索パスを更新します。

パフォーマンスを向上させるに
は、PostgreSQL search_path 変
数を更新して Test_PG スキー
マ名を含めるようにします。
検索パスにスキーマ名を含める
と、PL/pgSQL 関数を呼び出すた
びに名前を指定する必要はあり
ません。

詳細については、PostgreSQL の
ドキュメントのセクション 5.9.3 
スキーマ検索パスを参照してく
ださい。

マイグレーションエンジニア

関連リソース
• AWS Schema Conversion Tool
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• OUT バインド変数 (Oracle ドキュメンテーション)
• バインド変数を使用してSQLクエリのパフォーマンスを向上させる（Oracleブログ）

追加情報
PL/pgSQL 関数の例

/* Oracle */

CREATE or replace PROCEDURE test_pg.calc_stats_new1 ( 
                                              a NUMBER, 
                                              b NUMBER, 
                                              result out NUMBER 
                                            )                                               
                                      
IS
BEGIN
result:=a+b;
END;
/
/* Testing */
set serveroutput on  
DECLARE 
  a NUMBER := 4; 
  b NUMBER := 7; 
  plsql_block VARCHAR2(100); 
  output number;
BEGIN 
  plsql_block := 'BEGIN test_pg.calc_stats_new1(:a, :b,:output); END;'; 
  EXECUTE IMMEDIATE plsql_block USING a, b,out output;  -- calc_stats(a, a, b, a) 
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('output:'||output);
END;

output:11

PL/SQL procedure successfully completed.

--Postgres--

/* Example : 1 */
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pg.calc_stats_new1( 
                                                    w integer, 
                                                    x integer 
                                                  )
RETURNS integer
AS  
$BODY$
begin 
      return w + x ;
end;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql;

CREATE OR REPLACE FUNCTION aws_oracle_ext.set_package_variable( 
                                                                package_name name, 
                                                                variable_name name, 
                                                                variable_value anyelement 
                                                              ) 
    RETURNS void 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
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    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
begin 
    perform set_config 
      ( format( '%s.%s',package_name, variable_name ) 
      , variable_value::text 
      , false ); 
  end;
$BODY$;

CREATE OR REPLACE FUNCTION aws_oracle_ext.get_package_variable_record( 
                                                                      package_name name, 
                                                                      record_name name 
                                                                    )
RETURNS text
LANGUAGE 'plpgsql' 
    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
begin 
    execute 'select ' || package_name || '$Init()'; 

    return aws_oracle_ext.get_package_variable 
        (  
         package_name := package_name 
        , variable_name := record_name || '$REC' );
end;
$BODY$;

--init()--
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pg.init()
RETURNS void
AS
$BODY$
BEGIN
if aws_oracle_ext.is_package_initialized('test_pg' ) then 
      return; 
    end if; 
    perform aws_oracle_ext.set_package_initialized 
      ('test_pg' );
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_output', NULL::INTEGER);
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_status', NULL::text);
END;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql;

/* callable for 1st Example */

DO $$  
declare
v_sql text;
v_output_loc int;  
a integer :=1;
b integer :=2;
BEGIN  
perform  test_pg.init();
--raise notice 'v_sql %',v_sql;
execute 'do $a$ declare v_output_l int; begin select * from test_pg.calc_stats_new1('||
a||','||b||') into v_output_l;
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable(''test_pg'', ''v_output'', v_output_l) ; end; 
 $a$'  ;  
v_output_loc := aws_oracle_ext.get_package_variable('test_pg', 'v_output');
raise notice 'v_output_loc %',v_output_loc;  
END ;  
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$$

/*In above Postgres example we have set the value of v_output using v_output_l in the 
 dynamic anonymous block to mimic the  
  behaviour of oracle out-bind variable .*/

--Postgres Example : 2 --
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pg.calc_stats_new2( 
 w integer, 
 x integer,
inout status text, 
 out result integer)
AS
$BODY$
DECLARE
begin
result :=  w + x ;
status := 'ok';
end;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql;

/* callable for 2nd Example */
DO $$  
declare
v_sql text;
v_output_loc int;  
v_staus text:= 'no';
a integer :=1;
b integer :=2;
BEGIN  
perform  test_pg.init();
execute 'do $a$ declare v_output_l int; v_status_l text; begin select * from 
 test_pg.calc_stats_new2('||a||','||b||','''||v_staus||''') into v_status_l,v_output_l;
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable(''test_pg'', ''v_output'', v_output_l) ;  
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable(''test_pg'', ''v_status'', v_status_l) ;  
end; $a$'  ;  
v_output_loc := aws_oracle_ext.get_package_variable('test_pg', 'v_output');
v_staus := aws_oracle_ext.get_package_variable('test_pg', 'v_status');
raise notice 'v_output_loc %',v_output_loc;  
raise notice 'v_staus %',v_staus;  
END ;  
$$

同じホスト名の SAP HSR を使用して SAP HANA 
を AWS に移行する

作成者:プラディープ・プリヤンパッタ (AWS)

環境: 本番稼働用 ソース: SAP HANA データベース
オンプレミス

ターゲット: SAP HANA DB on 
AWS

R タイプ: リホスト ワークロード: SAP テクノロジー: データベース; 移
行

AWS サービス: AWS 
Client VPN、AWS Direct 
Connect、Amazon EBS
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概要
SAP HANA のAmazon Web Services (AWS) への移行は、バックアップと復元、エクスポートとインポー
ト、SAP HANA システムレプリケーション (HSR) など、複数のオプションを使用して実行できます。ど
のオプションを選択するかは、ソースとターゲットの SAP HANA データベース間のネットワーク接続、
ソースデータベースのサイズ、ダウンタイムの考慮事項、およびその他の要因によって異なります。 

SAP HANA ワークロードを AWS に移行するための SAP HSR オプションは、SAP HSR のネットワーク
スループット要件として SAP が規定しているように、ソースシステムとターゲットシステムの間に安定
したネットワークがあり、データベース全体 (SAP HANA DB レプリケーションスナップショット) を 1 日
以内に完全に複製できる場合にうまく機能します。このアプローチのダウンタイム要件は、ターゲットの 
AWS 環境でのテイクオーバーの実行、SAP HANA DB バックアップ、および移行後のタスクに限定されま
す。

SAP HSR は、プライマリ、ソース、セカンダリ（ターゲット）システム間のレプリケーショントラ
フィックに異なるホスト名（異なる IP アドレスにマッピングされたホスト名）の使用をサポートしていま
す。そのためには、[system_replication_hostname_resolution]のセクションで特定のホスト名
セットを定義しますglobal.ini。このセクションでは、プライマリサイトとセカンダリサイトのすべて
のホストを各ホストで定義する必要があります。詳細な設定手順については、SAP のドキュメントを参照
してください。

このセットアップで重要なポイントは、プライマリシステムのホスト名はセカンダリシステムのホスト名
とは異なる必要があるということです。そうしないと、次のエラーが発生する可能性があります。

• "each site must have a unique set of logical hostnames"
• "remoteHost does not match with any host of the source site. All hosts of 
source and target site must be able to resolve all hostnames of both sites 
correctly"

ただし、移行後のステップ数は、ターゲット AWS 環境で同じ SAP HANA DB ホスト名を使用することで
減らすことができます。 

このパターンは、SAP HSR オプションを使用するときに、ソース環境とターゲット環境で同じホスト名
を使用する場合の回避策となります。このパターンでは、SAP HANA ホスト名変更オプションを使用でき
ます。SAP HSR のホスト名が一意になるように、ターゲット SAP HANA DB に一時的なホスト名を割り
当てます。移行によってターゲットの SAP HANA 環境でのテイクオーバーマイルストーンが完了したら、
ターゲットシステムのホスト名をソースシステムのホスト名に戻すことができます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 仮想プライベートネットワーク (VPN) エンドポイントまたはルーターを備えた仮想プライベートクラウ

ド (VPC)。
• AWS Client VPN または AWS Direct Connect は、ソースからターゲットにファイルを転送するように設

定されています。
• ソース環境とターゲット環境の両方の SAP HANA データベース。ターゲット SAP HANA DB パッチレ

ベルは、同じ SAP HANA プラットフォームエディション内で、ソース SAP HANA DB パッチレベルと
同じかそれ以上である必要があります。たとえば、HANA 1.0 システムと HANA 2.0 システム間でレプ
リケーションを設定することはできません。詳細については、SAP ノートの質問 15 を参照してくださ
い。1999880 — よくある質問: SAP HANA システムレプリケーション。

• ターゲット環境の SAP アプリケーションサーバー。
• ターゲット環境の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム。
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アーキテクチャ

機能制限

以下の SAP ドキュメントのリストは、SAP HANA の動的階層化やスケールアウト移行に関する制約な
ど、この回避策に関連する既知の問題について説明しています。

• 2956397 — SAP HANA データベースシステムの名前変更に失敗しました
• 2222694 — HANA システムの名前を変更しようとすると、「ソースファイルは元の sidadm ユーザーの

所有物ではありません (uid = xxxx)」というエラーが表示される
• 2607227 — hdblcm: レジスタ名変更システム: SAP HANA インスタンスの名前を変更できませんでした
• 2630562 — HANA ホスト名の変更が失敗し、HANA が起動しない
• 2935639 — sr_register は global.ini セクションの system_replication_hostname_resolution で指定されて

いるホスト名を使用していません
• 2710211 — エラー:ソースシステムとターゲットシステムの論理ホスト名が重複しています
• 2693441 — エラーにより SAP HANA システムの名前を変更できませんでした
• 2519672 — HANA プライマリとセカンダリのシステム PKI SSFS データとキーが異なるか、確認できな

い
• 2457129 — 動的階層化がランドスケープの一部である場合、SAP HANA システムホスト名の変更は許

可されません
• 2473002 — スケールアウトシステムの移行にHANAシステムレプリケーションを使用する（スケール

アウト型のSAP HANAシステムでは、このホスト名変更アプローチを使用してもSAPの制限はありませ
ん。 ただし、この手順は個々のホストで繰り返す必要があります。 このアプローチには、スケールアウ
ト移行に関するその他の制限も適用されます。)

製品バージョン

• このソリューションは、SAP HANA DB プラットフォームエディション 1.0 および 2.0 に適用されま
す。

アーキテクチャ
ソースセットアップ

SAP HANA データベースがソース環境にインストールされます。すべての SAP アプリケーション
サーバー接続と DB インターフェイスは、クライアント接続に同じホスト名を使用します。次の図
は、hdbhostソースホスト名の例とそれに対応する IP アドレスを示しています。

ターゲット設定

AWS クラウドターゲット環境は、同じホスト名を使用して SAP HANA データベースを実行します。AWS 
のターゲット環境には以下が含まれます。

• SAP HANA データベース
• SAP アプリケーションサーバー
• EBS ボリューム

中間構成

次の図では、AWS ターゲット環境のホスト名は、temp-hostソースとターゲットのホスト名が一意にな
るように、一時的に名前が変更されています。移行によってターゲット環境でのテイクオーバーマイルス
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トーンが完了すると、hdbhostターゲットシステムの仮想ホスト名は元の名前を使用して名前が変更され
ます。

中間設定には、次のいずれかのオプションが含まれます。

• Client VPN エンドポイントの AWS Client VPN
• ルーターに接続する AWS Direct Connect

AWS ターゲット環境上の SAP アプリケーションサーバーは、レプリケーションの設定前またはテイク
オーバー後にインストールできます。ただし、レプリケーションをセットアップする前にアプリケーショ
ンサーバーをインストールしておくと、インストール、高可用性の構成、およびバックアップ中のダウン
タイムを削減できます。

Tools
AWS サービス

• AWS Client VPN は、AWS リソースやオンプレミスネットワーク内のリソースに安全にアクセスできる
ようにする、クライアントベースのマネージド VPN サービスです。

• AWS Direct,：標準イーサネット光ファイバケーブルを介して、内部ネットワークを AWS Direct 
Connect コネクトAWS Direct Connect この接続を使用すると、ネットワークパスの中でインターネット
サービスプロバイダーをバイパスして、パブリックの AWS サービスへの仮想インターフェイスを直接
作成できます。

• Amazon EBS — Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、EC2 インスタンスで使用するためのブ
ロックレベルのストレージボリュームを提供します。EBS ボリュームの動作は、未初期化のブロックデ
バイスに似ています。これらのボリュームは、デバイスとしてインスタンスにマウントできます。

その他のツール

• SAP アプリケーションサーバー — SAP アプリケーションサーバーは、プログラマーにビジネスロジッ
クを表現する方法を提供します。SAP アプリケーションサーバーは、ビジネスロジックに基づいてデー
タ処理を実行します。実際のデータは、別のコンポーネントであるデータベースに保存されます。 

• SAP HANA コックピットと SAP HANA スタジオ — SAP HANA コックピットと SAP HANA Studio 
はどちらも SAP HANA データベースへの管理インターフェイスを提供します。SAP HANA Studio で
は、SAP HANA 管理コンソールは SAP HANA データベース管理に関連するコンテンツを提供するシス
テムビューです。 

• SAP HANA システムレプリケーション — SAP HANA システムレプリケーション (SAP HSR) は、SAP 
HANA データベースをレプリケートするために SAP が提供している標準的な手順です。SAP HSR に必
要な実行ファイルは、SAP HANA サーバーカーネル自体の一部です。

叙事詩
ソース環境とターゲット環境の準備

タスク 説明 必要なスキル

SAP HANA データベースをイン
ストールして設定します。

ソース環境とターゲット環境
では、SAP HANA DB が SAP 
HANA on AWS のベストプラク
ティスに従ってインストール
および構成されていることを

SAP ベース管理
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
確認します。詳細については、
「AWS の SAP HANA on AWS」
を参照してください。

IP アドレスをマップします。 ターゲット環境では、一時ホス
ト名が内部 IP アドレスに割り
当てられていることを確認しま
す。 

1. AWS マネジメントコンソー
ルの Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスにセカンダリ IPv4 ア
ドレスを割り当てるには、
[EC2]、[インスタンス]、[アク
ション]、[ネットワーク]、[IP
アドレスの管理]、[新しい IP 
アドレスの割り当て] の順に移
動します。 

2. EC2 ネットワークアダプタ 
(NIC) に同じアドレスを割り
当てるには、オペレーティン
グシステムから root ユーザー
としてコマンドを実行しip 
addr add <IP>/32 dev 
eth0、ステップ 1 の IP<IP>
アドレスに置き換えます。

AWS アドミニストレーション

ターゲットホスト名を解決しま
す。

セカンダリ SAP HANA DB 
で、hdbhost/etc/hostsファ
イル内の関連するホスト名を
更新して、両方のホスト名 
(とtemp-host) が SAP HANA 
レプリケーションネットワーク
で解決されていることを確認し
ます。

Linux 管理

ソースおよびターゲット SAP 
HANA データベースをバック
アップします。

SAP HANA Studio または SAP 
HANA コックピットを使用し
て、SAP HANA データベースの
バックアップを実行します。

SAP ベース管理

システムの PKI 証明書を交換し
ます。

（SAP HANA 2.0 以降にのみ適
用）ファイルシステム（SSFS）
ストア内のシステム公開キーイ
ンフラストラクチャ（PKI）セ
キュアストア内の証明書を、
プライマリデータベースとセカ
ンダリデータベース間で交換し
ます。詳細については、「SAP 
Note 2369981 — SAP HANA シ
ステムレプリケーションによる
認証に必要な構成手順」を参照
してください。

SAP ベース管理
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叙事詩

ターゲットの SAP HANA データベースの名前を変更します

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットクライアント接続を
停止します。

ターゲット環境で、SAP アプリ
ケーションサーバーとその他の
クライアント接続をシャットダ
ウンします。

SAP ベース管理

ターゲット SAP HANA DB の
名前を一時ホスト名に変更しま
す。

1. root ユーザーとして、resident 
を使用してターゲット SAP 
HANA DBhdblcm ホスト名を
一時ホスト名に変更します。 

root $> cd /hana/shared/
<SID/hdblcm
root $> ./hdblcm

2. オプションを選択してくだ
さい9 | rename_system 
| Rename the SAP HANA 
Database System。

3.  temp-host新しい名前を入
力してください:

4. 必要に応じて、他のオプショ
ンを検証できます。ただし、
ホスト名の変更と SID の変更
を混同しないようにしてくだ
さい (SAP Note 2598814 — 
hdblcm: SID の名前変更が失敗
する)。

SAP HANA DB の停止と起動は
によって制御されますhdblcm。 

SAP ベース管理

レプリケーションネットワーク
を割り当てます。

global.ini[system_replication_hostname_resolution]ソー
スシステムのファイルのヘッ
ダーの下に、ソースとターゲッ
トのレプリケーションネット
ワークの詳細を指定します。
次に、global.iniエントリを
ターゲットシステム上のファイ
ルにコピーします。

SAP ベース管理

プライマリでレプリケーション
を有効にする。

次のコマンドを実行して、ソー
ス SAP HANA DB でレプリケー
ションを有効にする。 

hdbnsutil -sr_enable --
name=siteA

SAP ベース管理

ターゲット SAP HANA DB をセ
カンダリシステムとして登録し
ます。

ターゲットの SAP HANA DB を 
SAP HSR のソースとなるセカン
ダリシステムとして登録するに
は、非同期レプリケーションを
選択します。 

SAP ベース管理
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

(sid)adm $> HDB stop
(sid)adm $> hdbnsutil -
sr_register –name=siteB –
remotehost=hdbhost /
--remoteInstance=00 –
replicationMode=async –
operationMode=logreplay
(sid)adm $> HDB start

または、–online登録するオプ
ションを選択できます。その場
合は、SAP HANA DB を停止し
て起動する必要はありません。

同期を検証します。 ソース SAP HANA DB で、すべ
てのログがターゲットシステム
に適用されていることを確認し
ます (非同期レプリケーションの
ため)。

レプリケーションを確認するに
は、ソース上で次のコマンドを
実行します。

(sid)adm $> cdpy
(sidadm $> python 
 systemReplicationStatus.py

SAP ベース管理

ソース SAP アプリケーション
と SAP HANA データベースを
シャットダウンします。

移行カットオーバー中に、ソー
スシステム (SAP アプリケーショ
ンと SAP HANA データベース) 
のシャットダウンを実行しま
す。

SAP ベース管理

ターゲットでテイクオーバーを
実行します。

AWS 上のターゲットでテイク
オーバーを実行するには、コマ
ンドを実行しますhdbnsutil -
sr_takeover。

SAP ベース管理

ターゲットの SAP HANA DB 
で、レプリケーションをオフに
します。

レプリケーションメタデータを
消去するには、hdbnsutil -
sr_disableコマンドを実行し
てターゲットシステム上のレプ
リケーションを停止します。 

[Note:] (メモ:) これは、SAP ノー
ト 2693441 — エラーのために 
SAP HANA システムの名前を変
更できなかったことに準拠して
います。

SAP ベース管理

ターゲットの SAP HANA データ
ベースをバックアップします。

テイクオーバーが成功した
ら、SAP HANA DB の完全バッ
クアップを実行することをお勧
めします。

SAP ベース管理
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関連リソース

ターゲットシステムの元のホスト名に戻す

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットの SAP HANA DB ホ
スト名を元のホスト名に戻しま
す。

1. ターゲットの SAP HANA DB 
ホスト名を元の仮想ホスト名
に戻すには、resident を使用
しますhdblcm。 

root $> cd /hana/shared/
<SID>/hdblcm
root $> ./hdblcm

2. オプションを選択してくだ
さい9 | rename_system 
| Rename the SAP HANA 
Database System。

3. hdbhost新しい名前を入力し
てください:

必要に応じて、他のオプション
を検証できます。ただし、ホス
ト名の変更と SID の変更を混同
しないようにしてください (SAP 
Note 2598814 — hdblcm: SID の
名前変更が失敗する)。

SAP ベース管理

HDB ユーザーストアを調整しま
す。

hdbuserstoreschema/user詳
細をソースの詳細に合わせて調
整します。詳細な手順について
は、SAP のドキュメントを参照
してください。 

このステップを検証するには、
コマンドを実行しますR3trans 
-d。結果には、SAP HANA デー
タベースへの接続が成功したこ
とが反映されているはずです。

SAP ベース管理

クライアント接続を開始しま
す。

ターゲット環境で、SAP アプ
リケーションサーバーとその他
のクライアント接続を起動しま
す。

SAP ベース管理

関連リソース
SAP リファレンス

SAP ドキュメントリファレンスは SAP によって頻繁に更新されます。最新情報を入手するには、「SAP 
Note 2407186 — SAP HANA 高可用性に関するハウツーガイドとホワイトペーパー」を参照してくださ
い。

SAP に関するその他の注意事項

• 2550327 — SAP HANA システムの名前を変更する方法
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• 1999880 — よくある質問: SAP HANA システムレプリケーション
• 2078425 — SAP HANA プラットフォームライフサイクル管理ツール hdblcm のトラブルシューティング

ノート
• 2592227 — HANA システムにおける FQDN サフィックスの変更
• 2048681 — SSHまたはroot認証情報なしで、複数のホストシステムでSAP HANAプラットフォームライ

フサイクル管理管理タスクを実行する

SAP ドキュメント

• SAP HANA システムレプリケーションに必要なネットワーク
• SAP HANA システムレプリケーションのネットワーク構成
• システムレプリケーションのホスト名解決

AWS リファレンス

• 他のプラットフォームから AWS への SAP HANA の移行

追加情報
hdblcmホスト名変更アクティビティの一環としてが行った変更は、次の詳細ログに統合されます。

分散可用性グループを使用して SQL Server を 
AWS に移行する

Praveen Marthala (AWS) によって作成されました

ソース: SQL サーバーオンプレミ
ス

ターゲット: EC2 における SQL 
Server

R タイプ: リホスト

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Microsoft

AWS サービス: Amazon EC2

概要
Microsoft SQL Server Always On 可用性グループは、SQL Server に高可用性 (HA) およびディザスタリカ
バリ (DR) ソリューションを提供します。可用性グループは、読み取り/書き込みトラフィックを受け入れ
るプライマリレプリカと、読み取りトラフィックを受け入れる最大8つのセカンダリレプリカで構成されま
す。可用性グループは、2 つ以上のノードを含む Windows Server フェールオーバークラスタ (WSFC) 上
に構成されます。

Microsoft SQL Server Always On 分散可用性グループは、2 つの独立した WFSC 間で 2 つの別々の可用性
グループを構成するためのソリューションを提供します。分散可用性グループの一部である可用性グルー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

プは、同じデータセンターにある必要はありません。1 つの可用性グループをオンプレミスで、もう 1 つ
の可用性グループを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの Amazon Web Service 
(AWS) クラウドに配置できます。 

このパターンは、分散可用性グループを使用して、既存の可用性グループの一部であるオンプレミスの 
SQL Server データベースを Amazon EC2 で設定された可用性グループを使用して SQL Server に移行す
る手順の概要を示しています。このパターンに従うことで、カットオーバー中のダウンタイムを最小限に
抑えながら、データベースを AWS クラウドに移行できます。データベースは、カットオーバー後すぐに 
AWS で高可用性になります。このパターンを使用して、SQL Server のバージョンを維持したまま、基盤
となるオペレーティングシステムをオンプレミスから AWS に変更することもできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Direct Connect または AWS Site-to-Site VPN
• オンプレミスと AWS の 2 つのノードに同じバージョンの SQL Server がインストールされている

製品バージョン

• SQL Server バージョン 2016 以降
• SQL Server Enterprise Edition

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Always On 可用性グループをオンプレミスの Microsoft SQL Server Database

ターゲットテクノロジースタック

• AWS クラウド上の Amazon EC2 上の Always On 可用性グループを含む Microsoft SQL Server データ
ベース

マイグレーションアーキテクチャ

専門用語

• WSFC 1 — オンプレミスの WSFC
• WSFC 2 — AWS クラウド上の WSFC
• AG 1 — WSFC 1 に含まれる最初の可用性グループ
• AG 2 — WSFC 2 にある 2 番目の可用性グループ
• SQL Server プライマリレプリカ — すべての書き込みでグローバルプライマリと見なされる AG 1 の

ノード
• SQL Server フォワーダー — SQL Server プライマリレプリカからデータを非同期的に受信する AG 2 の

ノード
• SQL Server セカンダリレプリカ — プライマリレプリカまたはフォワーダからデータを同期的に受信す

る AG 1 または AG 2 のノード
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Tools

Tools
• AWS Direct Connect — AWS Direct Connect Connect Connect Connect Connect ロケーションに、標準

のイーサネット光ファイバケーブルを介して接続するサービスです。この接続を使用すると、パブリッ
クな AWS Service への仮想インターフェイスを直接作成できるので、お客様のネットワークパスの中で
インターネットサービスプロバイダーをバイパスできるようになります。

• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコ
ンピューティングキャパシティーを提供します。Amazon EC2 を使用すると、必要な数 (またはそれ以
下) の仮想サーバーを起動でき、スケールアウトまたはスケールインできます。

• AWS Site-to-Site VPN — AWS Site-to-Site VPN は、 site-to-site 仮想プライベートネットワーク (VPN) 
の作成をサポートします。AWS で起動したインスタンスと独自のリモートネットワーク間でトラフィッ
クを渡すように VPN を設定できます。

• マイクロソフト SQL Server Management Studio — マイクロソフト SQL Server Management Studio 
(SSMS) は、SQL Server インフラストラクチャを管理するための統合環境です。SQL Server と連携す
る豊富なスクリプトエディターを備えたユーザーインターフェイスとツールグループを提供します。

エピック
AWS に 2 つ目の可用性グループを設定する

タスク 説明 必要なスキル

AWS に WSFC を作成します。 HA 用の 2 つのノードを持つ 
Amazon EC2 インスタンスに 
WSFC 2 を作成します。この
フェールオーバークラスターを
使用して、AWS に 2 番目の可
用性グループ (AG 2) を作成しま
す。

システム管理者、 SysOps 管理
者

WSFC 2 に 2 番目の可用性グ
ループを作成します。

SSMS を使用して、WSFC 2 の 
2 つのノードに AG 2 を作成し
ます。WSFC 2 の最初のノード
がフォワーダーとして機能しま
す。WSFC 2 の 2 番目のノード
は AG 2 のセカンダリレプリカと
して機能します。

この段階では、AG2にはデータ
ベースがありません。これが分
散可用性グループを設定するた
めの出発点です。

DBA、デベロッパー

AG 2 に回復オプションのない
データベースを作成します。

オンプレミス可用性グループ 
(AG 1) のデータベースをバック
アップします。 

回復オプションなしで、データ
ベースを AG 2 のフォワーダーと
セカンダリレプリカの両方に復
元します。データベースを復元
するときは、データベースデー
タファイルとログファイルを保

DBA、デベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
存するのに十分なディスク容量
がある場所を指定します。

この段階では、データベースは
復元中の状態です。これらは AG 
2 または分散可用性グループの一
部ではなく、同期も行われてい
ません。

分散可用性グループの設定

タスク 説明 必要なスキル

AG 1 に分散可用性グループを作
成します。

AG 1 に分散可用性グ
ループを作成するに
は、CREATE AVAILABILITY 
GROUPDISTRIBUTEDオプション
と一緒にを使用します。

1. AG 1 と AG 2LISTENER_URL
のエンドポイントアドレスを
使用してください。

2. はAVAILABILITY-
MODE、ASYNCHRONOUS_COMMITネッ
トワーク遅延が発生しない
ようにするために使用しま
す。これはデータベースのパ
フォーマンスには影響しませ
ん。

3. FAILOVER_MODE の場合
は、MANUAL を使用します。
分散可用性グループで動作す
る唯一の可用性モードです。

4. AG 2 でデータベースを手動で
復元し、大規模なデータベー
スをより詳細に制御するに
は、MANUAL for を使用してく
ださいSEEDING_MODE。

DBA、デベロッパー

AG 2 に分散可用性グループを作
成します。

AG 2 に分散可用性グ
ループを作成するに
は、ALTER AVAILABILITY 
GROUPDISTRIBUTEDオプション
とともに使用します。

1. AG 1 と AG 2LISTENER_URL
のエンドポイントアドレスを
使用してください。

2. はAVAILABILITY-
MODE、ASYNCHRONOUS_COMMITネッ
トワーク遅延が発生しない
ようにするために使用しま
す。これはデータベースのパ

DBA、デベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
フォーマンスには影響しませ
ん。

3. FAILOVER_MODE の場合
は、MANUAL を使用します。
分散可用性グループで動作す
る唯一の可用性モードです。

4. AG 2 でデータベースを手動で
復元し、大規模なデータベー
スをより詳細に制御するに
は、MANUAL for を使用してく
ださいSEEDING_MODE。

分散可用性グループは AG 1 と 
AG 2 の間に作成されます。

AG 2 のデータベースは、AG 1 
から AG 2 へのデータフローに参
加するようにまだ設定されてい
ません。

AG 2 のフォワーダーとセカンダ
リレプリカにデータベースを追
加します。

AG 2ALTER DATABASESET 
HADRAVAILABILITY GROUP の
フォワーダーとセカンダリレプ
リカの両方のオプションを使用
して、データベースを分散可用
性グループに追加します。 

これにより、AG 1 と AG 2 の
データベース間の非同期データ
フローが開始されます。 

グローバルプライマリは書き込
みを受け取り、AG 1のセカン
ダリレプリカにデータを同期
的に送信し、AG 2のフォワー
ダーに非同期でデータを送信
します。AG 2 のフォワーダー
は、AG 2 のセカンダリレプリ
カにデータを同期的に送信しま
す。

DBA、デベロッパー

AG 1 と AG 2 間の非同期データフローを監視

タスク 説明 必要なスキル

DMV と SQL Server ログを使用
してください。

動的管理ビュー (DMV) と SQL 
Server ログを使用して、2 つ
の可用性グループ間のデータフ
ローの状態を監視します。 

監視対象となる DMV に
は、sys.dm_hadr_availability_replica_statesお

DBA、デベロッパー

602



AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
よびが含まれま
すsys.dm_hadr_automatic_seeding。

フォワーダー同期の状態につい
ては、フォワーダー上の SQL 
Server ログで同期状態を監視し
てください。

最終移行のためのカットオーバーアクティビティを実行

タスク 説明 必要なスキル

プライマリレプリカへのトラ
フィックをすべて停止します。

データベース上で書き込み処理
が発生せず、データベースを移
行できる状態になるように、AG 
1 のプライマリレプリカへの受信
トラフィックを停止します。

アプリ所有者、開発者

AG 1 の分散可用性グループの可
用性モードを変更します。

プライマリレプリカで、分散可
用性グループの可用性モードを
同期に設定します。 

アベイラビリティモードを同期
に変更すると、データは AG 1 の
プライマリレプリカから AG 2 の
フォワーダーに同期的に送信さ
れます。

DBA、デベロッパー

両方のアベイラビリティグルー
プの LSN を確認します。

AG 1 と AG 2 の両方で最新のロ
グシーケンス番号 (LSN) を確認
します。AG 1 のプライマリレプ
リカでは書き込みが行われてい
ないため、データは同期され、
両方の可用性グループの最後の 
LSN が一致している必要があり
ます。

DBA、デベロッパー

AG 1 をセカンダリロールに更新
します。

AG 1 をセカンダリロールに更新
すると、AG 1 はプライマリレプ
リカロールを失い、書き込みを
受け付けなくなり、2 つの可用性
グループ間のデータフローが停
止します。

DBA、デベロッパー

2 番目の可用性グループへのフェイルオーバー

タスク 説明 必要なスキル

AG 2 に手動でフェールオーバー
します。

AG 2 のフォワーダーで、データ
損失が発生しないように分散可
用性グループを変更します。AG 
1 と AG 2 の最後の LSN が一致
することをすでに確認している

DBA、デベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ので、データ損失は問題ありま
せん。

AG 2 のフォワーダーでデータ損
失を許可すると、AG 1 と AG 2 
の役割が変わります。

• AG 2 は、プライマリレプリカ
とセカンダリレプリカの可用
性グループになります。

• AG 1 は、フォワーダーとセカ
ンダリレプリカを含む可用性
グループになります。

AG 2 の分散可用性グループの可
用性モードを変更します。

AG 2 のプライマリレプリカで、
アベイラビリティモードを非同
期に変更します。

これにより、AG 2 から AG 1 
へのデータ移動が同期から非
同期に変更されます。この手順
は、AG 2 と AG 1 の間のネット
ワークレイテンシーを回避する
ために必要であり、データベー
スのパフォーマンスには影響し
ません。

DBA、デベロッパー

新しいプライマリレプリカへの
トラフィックの送信を開始しま
す。

データベースへのトラフィック
の送信に AG 2 のリスナー URL 
エンドポイントを使用するよう
に接続文字列を更新します。

AG 2 は、AG 2 の独自のセカ
ンダリレプリカにデータを送信
するとともに、書き込みを受け
付けて AG 1 のフォワーダーに
データを送信するようになりま
した。データは AG 2 から AG 1 
に非同期で移動します。

アプリ所有者、開発者

カットオーバー後のアクティビティを実行

タスク 説明 必要なスキル

分散可用性グループを AG 2 にド
ロップします。

計画された時間だけ移行を監視
します。次に、AG 2 に分散可用
性グループを削除して、AG 2 と 
AG 1 の間の分散可用性グルー
プ設定を削除します。これによ
り、分散可用性グループの構成
が削除され、AG 2 から AG 1 へ
のデータフローが停止します。 

この時点で、AG 2 は AWS での
可用性が高く、書き込みを行う

DBA、デベロッパー

604



AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
プライマリレプリカと同じ可用
性グループ内のセカンダリレプ
リカがあります。

オンプレミスサーバーを廃止し
ます。

AG 1 の一部である WSFC 1 のオ
ンプレミスサーバーの使用を停
止します。

システム管理者、 SysOps 管理
者

関連リソース
• 分散可用性グループ
• SQL ドキュメント: 分散可用性グループ
• SQL ドキュメント: Always On 可用性グループ:高可用性と障害回復を実現するソリューション

スタンバイデータベースを使用して Oracle から 
PostgreSQL データベースに移行する

ダーリヤ・ジンダニ (AWS) とシンドゥシャ・パトゥル (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
PostgreSQL

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: Oracle テクノロジー: データベース、移
行、ストレージとバックアップ

概要
このパターンは、スタンバイのOracleデータベースとOracleクラウド・インフラストラクチャ（OCI）を
使用して Oracle データベースを PostgreSQL データベースに移行する方法を示しています GoldenGate。
ソース Oracle データベースはオンプレミスでも AWS クラウドベースのものでもよく、次の PostgreSQL 
と互換性のある AWS データベースサービスのいずれかに移行できます。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

移行中に本番サーバーにプロセスを追加することが望ましくない場合は、この設定を使用するのがベスト
プラクティスです。たとえば、処理量の多いトランザクションデータベースを移行する場合は、スタンバ
イデータベースを使用すると便利です。

Oracle アクティブデータガード (ADG) モードを使用すると、スタンバイデータベースに接続するように 
Oracle GoldenGate Extract プロセスを構成できます。次に、抽出プロセスでは、ソース Oracle データ
ベースからスタンバイデータベースに転送されたプロダクションログをデータソースとして使用します。
移行に必要なデータとメタデータを取得するために、Oracle GoldenGate はソースデータベースではなく
スタンバイデータベースに接続します。移行中は、本番サーバーにアクセスする必要はありません。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• GoldenGate オラクルのライセンス
• オンプレミスデータセンターまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホス

トされている Oracle Database 10g (またはそれ以降) ソースデータベース
• Oracle Active Data Guard スタンバイデータベース
• PostgreSQL データベースに接続するための Java データベース接続 (JDBC) ドライバー
• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用してターゲット PostgreSQL データベース上に作成さ

れたスキーマとテーブル

機能制限

• GoldenGate Oracleは、既存のテーブルデータ（初期ロード）と継続的な変更（変更データキャプチャ
またはCDC）のレプリケートにのみ使用されます

製品バージョン

• オラクル GoldenGate 12.2.0.1.1 またはそれ以降のバージョン
• オラクル GoldenGate 12.2.0.1.1 for PostgreSQL またはそれ以降のバージョン

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスまたは AWS クラウドベースの Oracle データベース 10g (またはそれ以降) のデータベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス、または Aurora PostgreSQL と互換性のある DB インス
タンス

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、スタンバイデータベースと Oracle を使用して Oracle データベースを PostgreSQL 互換の AWS 
データベースに移行するワークフローの例を示しています GoldenGate。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Oracle GoldenGate Extract プロセスはソースデータベースに対して実行され、データを抽出します。次
に、 GoldenGate Replicat プロセスは、抽出されたデータを Oracle Active Data Guard スタンバイデー
タベースに送信します。

2. GoldenGate 抽出プロセスはスタンバイデータベースに対して実行され、データを抽出します。次に、 
GoldenGate Replicat プロセスは抽出されたデータをターゲットの PostgreSQL 互換の AWS データベー
スに配信します。
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http://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool/
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Tools

Tools
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス

ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドで PostgreSQL リレー

ショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
• オラクルは、Oracle Cloud Infrastructureにおけるデータ・レプリケーションおよびストリーミング・

データ処理ソリューションの設計、実行、調整、 GoldenGate監視を支援します。

エピック
Oracle をダウンロードおよびインストールする GoldenGate

タスク 説明 必要なスキル

オラクルをダウンロードしてく
ださい GoldenGate。

Oracle の次のバージョンをダウ
ンロードします GoldenGate。

• OracleGoldenGate 12.2.0.1.1 
for Oracle バージョン Oracle 
12.2.0.1.1

• オラクルGoldenGate 
12.2.0.1.1 for PostgreSQL また
はそれ以降のバージョン

ソフトウェアをダウンロードす
るには、オラクルのウェブサイ
トの「 GoldenGate オラクル・ダ
ウンロード」を参照してくださ
い。

DBA

GoldenGate スタンバイの Oracle 
データベースサーバーに Oracle 
for Oracle をインストールしま
す。

手順については、Oracle ド
キュメントの「パート II Oracle 
GoldenGate for Oracle データ
ベースのインストール」を参照
してください。

DBA

Amazon EC2 インスタンス
に Oracle GoldenGate for 
PostgreSQL データベースをイン
ストールします。

手順については、オラクル
のドキュメントの「Oracle 
GoldenGate for PostgreSQL デー
タベースのインストール」を参
照してください。

DBA

ソーススタンバイデータベースとターゲットデータベースで Oracle GoldenGate 
を設定します

タスク 説明 必要なスキル

ソーススタンバイデータベース
に Oracle GoldenGate for Oracle 
データベースを設定します。

手順については、オラクル
のウェブサイトの「Oracle 
GoldenGate for Oracle 

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.AuroraPostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_PostgreSQL.html
https://www.oracle.com/integration/goldengate/#:~:text=OCI%20GoldenGate%20is%20a%20real,in%20the%20Oracle%20Cloud%20Infrastructure.
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https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
GoldenGate データベースのイン
ストールと構成」を参照してく
ださい。

以下を設定していることを確認
します。

• サプリメンタルロギング
• GoldenGate オラクル・ユー

ザー
• 必要な許可と権限
• パラメータファイル
• マネージャープロセス
• ディレクトリ
• グローバルファイル
• オラクル・ウォレット

GoldenGate ターゲットデータ
ベースに Oracle for PostgreSQL 
をセットアップします。

手順については、オラクルの
ウェブサイトの「パート VI 
PostgreSQL GoldenGate 向けオ
ラクルの使用」を参照してくだ
さい。

以下を設定していることを確認
します。

• マネージャープロセス
• グローバルファイル
• オラクル・ウォレット

DBA

ソーススタンバイデータベースに変更データキャプチャ (CDC) 要件を設定しま
す。

タスク 説明 必要なスキル

スタンバイ Oracle データベース
が Oracle Active Data Guard でプ
ロビジョニングされていること
を確認します。

詳細については、Oracle ドキュ
メントの「Oracle Data Guard 
の使用開始」を参照してくださ
い。

DBA

Oracle アクティブデータガード
の設定が正しく構成されている
ことを確認します。

詳細については、Oracle ドキュ
メントの「Oracle Active Data 
Guard Only モードでのクラシッ
クキャプチャの設定」を参照し
てください。

以下を設定していることを確認
します。

• REDO データの自動転送用 
REDO トランスポートサービ
ス。

DBA
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https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
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https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/oracle-db/configuring-classic-capture-oracle-active-data-guard-only-mode.html
https://docs.oracle.com/database/121/SBYDB/log_transport.htm#SBYDB00400
https://docs.oracle.com/database/121/SBYDB/log_transport.htm#SBYDB00400
https://docs.oracle.com/database/121/SBYDB/log_transport.htm#SBYDB00400
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
• サービスを適用して、スタン

バイデータベースに REDO を
自動的に適用します。

スタンバイログファイルへのア
クセスに必要な追加の権限を付
与します。

追加の権限を付与するには、
ソースデータベースに接続して
次のコマンドを実行します。

GRANT SELECT ON v_
$standby_log TO db_user;

DBA

Oracle スタンバイデータベース
のエンドポイントを作成すると
きに、REDO ログにアクセスす
るための追加の接続属性を指定
します。

AWS DMS Binary Reader ま
たは Oracle を使用して REDO 
LogMiner ログにアクセスするに
は、以下の追加の接続属性を加
えます。

useLogminerReader=N; 
useBfile=Y

詳細については、以下のリソー
スを参照してください。

• AWS DMS は Amazon RDS for 
Oracle スタンバイをソースと
して Amazon RDS for Oracle 
スタンバイをサポートするよ
うになりました (AWS ブログ)

• CDC 用 Oracle LogMiner ま
たは AWS DMS バイナリリー
ダーの使用 (AWS Database 
Migration Service ユーザーガ
イド)

DBA

データキャプチャの設定

タスク 説明 必要なスキル

ソーススタンバイデータベース
に抽出プロセスを設定します。

ソーススタンバイ Oracle データ
ベースで、データを抽出する抽
出ファイルを作成します。

手順については、Oracle ドキュ
メントの「ADD EXTRACT」を
参照してください。

[Note:] (メモ:) 抽出ファイルに
は、抽出パラメータファイルと
トレイルファイルディレクトリ
の作成が含まれます。

DBA

ソーススタンバイデータベース
からターゲットデータベースへ
のトレイルファイルを転送する

Oracle Web サイトの「デー
タベースユーティリティ」の
「PARFILE」の指示に従っ
て、EXTRACT パラメータファイ

DBA
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https://docs.oracle.com/database/121/SBYDB/log_apply.htm#SBYDB00500
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ようにデータポンプを設定しま
す。

ルとトレイルファイルディレク
トリを作成します。

詳細については、「トレイル
とは?」を参照してください。
オラクルのウェブサイトの
「フュージョン・ミドルウェア 
GoldenGate」の「オラクルの理
解」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスでレ
プリケーションを設定します。

レプリケーションパラメータ
ファイルとトレイルファイル
ディレクトリを作成します。

レプリケーションパラメータ
ファイルの作成の詳細について
は、Oracle Databaseマニュア
ルのセクション3.5パラメータ
ファイルの検証を参照してくだ
さい。

トレイルファイルディレクトリ
の作成について詳しくは、Oracle 
Cloudドキュメントの「トレイル
の作成」を参照してください。

重要: 必ず、ターゲットの
GLOBALS ファイルにチェックポ
イントテーブルエントリを追加
してください。

詳細については、「レプリカ
とは?」を参照してください。
オラクルのウェブサイトの
「フュージョン・ミドルウェア 
GoldenGate」の「オラクルの理
解」を参照してください。

DBA

データ複製を設定します。

タスク 説明 必要なスキル

ソーススタンバイデータベース
で、初期ロード用のデータを抽
出するパラメータファイルを作
成します。

Oracle Cloudドキュメントの
「GGSCIでのパラメータ・ファ
イルの作成」の指示に従ってく
ださい。

重要: Manager がターゲット上で
実行されていることを確認しま
す。

DBA

ターゲットデータベースで、初
期ロード用のデータを複製する
パラメータファイルを作成しま
す。

Oracle Cloudドキュメントの
「GGSCIでのパラメータ・ファ
イルの作成」の指示に従ってく
ださい。

DBA
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
重要: 必ず Replicat プロセスを追
加して開始してください。

PostgreSQL と互換性のある AWS データベースへの切り換え

タスク 説明 必要なスキル

Replicat プロセスを停止し、ソー
スデータベースとターゲット
データベースが同期しているこ
とを確認します。

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースの行数を比較し
て、データの複製が成功したこ
とを確認します。

DBA

データ定義言語 (DDL) サポート
を設定します。

PostgreSQL でトリガー、シーケ
ンス、シノニム、参照キーを作
成するための DDL スクリプトを
実行します。

[Note:] (メモ:) DB クラスター
内のデータベースに接続する
には、標準クライアントアプリ
ケーションを使用できます。た
とえば、pgAdmin を使用して DB 
インスタンスに接続できます。

DBA

関連リソース
• Oracle GoldenGate がサポートする処理メソッドとデータベース (Oracle ドキュメント)

AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 
9i から Amazon RDS for Oracle に移行します。

ラム・ジャギニ (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: オープンソース; 
Oracle

テクノロジー: データベース、ク
ラウドネイティブ、移行

AWS サービス: AWS DMS; アマ
ゾン RDS

概要
このパターンは、オンプレミスの Oracle 8i または 9i データベースを Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) for Oracle データベースに移行する方法です。 SharePlex Questを同期レプリケー
ションに使用すると、このパターンを使用してダウンタイムを短縮して移行を完了できます。
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前提条件と制限

AWS Database Migration Service (AWS DMS) はソース環境として Oracle 8i または 9i をサポートしてい
ないため、移行には中間 Oracle データベースインスタンスを使用する必要があります。SharePlex 7.6.3
を使用して、以前の Oracle データベースバージョンから新しい Oracle データベースバージョンに複製
できます。中間 Oracle データベースインスタンスは SharePlex 7.6.3 のターゲットとして互換性があ
り、AWS DMS またはそれ以降のリリースのソースとしてサポートされていますSharePlex。このサポー
トにより、Amazon RDS for Oracle ターゲット環境へのデータのそれ以降のレプリケーションが可能にな
ります。

Oracle 8i または 9i から最新バージョンの Oracle Database への移行には、廃止予定のデータ型や機能が
いくつかあることを考慮してください。この影響を軽減するために、このパターンでは、Amazon RDS for 
Oracle ターゲット環境に移行する前にスキーマコードを最適化できるように、中間データベースバージョ
ンとして Oracle 11.2.0.4 を使用しています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミス環境にあるソースの Oracle 8i または 9i データベース
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) でのステージング用の Oracle データベース 12c リリー

ス 2 (12CR2)
• クエスト SharePlex 7.6.3 (商用グレード)

機能制限

• RDS for Oracle の制限事項

製品バージョン

• ソースデータベース用の Oracle 8i または 9i
• ステージングデータベース用の Oracle 12CR2 (Amazon RDS for Oracle バージョンと一致する必要があ

ります)
• ターゲットデータベース用の Oracle 12CR2 以降 (Amazon RDS for Oracle)

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オラクル 8i または 9i データベース
• SharePlex

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for Oracle

マイグレーションアーキテクチャ

次の図は、オンプレミス環境から AWS クラウドの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスにオンプレ
ミス環境から AWS クラウドの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスに移行する方法を示していま
す。
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https://www.quest.com/community/shareplex/f/forum/20700/where-can-download-7-6-3-or-support-9i-shareplex
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https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/index.html
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Concepts.limitations.html
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Tools

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. アーカイブログモード、強制ロギング、補足ロギングを使用して Oracle ソースデータベースを有効に
します。

2. リカバリマネージャ (RMAN) point-in-time リカバリと FLASHBACK_SCN を使用して、Oracle ソース
データベースから Oracle ステージングデータベースをリストアします。

3. を使用して Oracle ソースデータベースから REDO SharePlex ログを読み取るように設定しま
すFLASHBACK_SCN (RMAN で使用)。

4. SharePlex レプリケーションを開始して、Oracle ソースデータベースから Oracle ステージングデータ
ベースにデータを同期します。

5. を使用して EXPDP と IMPDP を使用して Amazon RDS for OracleFLASHBACK_SCN ターゲットデータ
ベースを復元します。

6. FLASHBACK_SCN(EXPDP で使用) を使用して、AWS DMS とそのソースタスクを Oracle ステージング
データベースとして、Amazon RDS for Oracle をターゲットデータベースとして設定します。

7. AWS DMS タスクを開始して、Oracle ステージングデータベースから Oracle ターゲットデータベース
にデータを同期します。

Tools
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデー

タベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、AWS クラウドへ、またはクラウドセット

アップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間にデータストアを移行できます。
• SharePlexQuestは、最小限のダウンタイムでデータ損失なしでデータを移動するための、Oracle間の

データレプリケーションツールです。
• リカバリマネージャ（RMAN）は、データベースのバックアップタスクとリカバリタスクを実行する

Oracleデータベースクライアントです。これにより、データベースファイルのバックアップ、復元、お
よびリカバリが大幅に簡略化されます。

• データポンプエクスポートは、ダンプファイルセットと呼ばれるオペレーティングシステムファイルの
セットにデータとメタデータをアップロードするのに役立ちます。ダンプファイルセットは、データポ
ンプインポートユーティリティまたは DBMS_DATAPUMP パッケージでのみインポートできます。

叙事詩
Amazon EC2 SharePlex での Oracle ステージングデータベースのセットアップ
と

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを作成しま
す。

1. EC2 インスタンスを作成しま
す。 

2. Oracle ステージングデータ
ベースとして機能する EC2 イ
ンスタンスに Oracle 12CR2 
をインストールします。

Oracle 管理

ステージングデータベースを準
備します。

Oracle 8iまたは9iのデータベース
ソース環境からRMANバックアッ

Oracle 管理
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https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-D408B112-1A81-4F68-BEFF-7403A9588DDB.htm#SUTIL849
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
プを作成して、Oracle 12CR2の
アップグレードとしてリストア
できるようにOracleステージング
データベースを準備します。

詳細については、Oracle ドキュ
メントの『Oracle 9i Recovery 
Managerユーザーズ・ガイド』
と『データベースのBackup と
リカバリのユーザーズ・ガイ
ド』を参照してください。

設定 SharePlex。 SharePlex ソースをオンプレミ
スの Oracle 8i または 9i データ
ベースとして設定し、ターゲッ
トを Amazon EC2 でホストされ
ている Oracle 12CR2 ステージン
グデータベースとして設定しま
す。 

詳細については、Questのドキュ
メントの「SharePlex 9.2-Oracle 
Sourceのインストールとセット
アップ」を参照してください。

SharePlex、オラクル管理

Amazon RDS for Oracle をターゲット環境としてセットアップします

タスク 説明 必要なスキル

Oracle DB インスタンスを作成し
ます。

Amazon RDS for Oracle データ
ベースを作成し、そのデータ
ベースに Oracle 12CR2 を接続し
ます。

詳細については、Amazon RDS 
ドキュメントの「Oracle DB イン
スタンスを作成する」と「Oracle 
DB インスタンスのデータベース
に接続する」を参照してくださ
い。

DBA

Amazon RDS for Oracle をス
テージングデータベースから復
元します。

1. を使用して Oracle ステージン
グデータベースサーバーから 
EXPDP バックアップを作成し
ますFLASHBACK_SCN。

2. Amazon RDS for Oracle をス
テージングデータベースから
復元します。

詳細については、Oracle 
ドキュメントの「54 
DBMS_DATAGAPUMP」を参照
してください。

DBA
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https://docs.oracle.com/cd/B10500_01/server.920/a96566/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/B10500_01/server.920/a96566/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/B10500_01/server.920/a96566/toc.htm
https://docs.oracle.com/database/121/BRADV/rcmcomre.htm#BRADV8005
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叙事詩

AWS DMS のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

データベースのエンドポイント
を作成します。

Oracle ステージングデータベー
スのソースエンドポイントと 
Amazon RDS for Oracle データ
ベースのターゲットエンドポイ
ントを作成します。

詳細については、「AWS DMS 
を使用してソースエンドポイン
トまたはターゲットエンドポイ
ント作成方法」を参照してくだ
さい。 AWS ナレッジセンターに
あります。

DBA

レプリケーションインスタンス
を作成します。

AWS DMS を使用して、Oracle 
ステージングデータベースのレ
プリケーションインスタンスを 
Amazon RDS for Oracle データ
ベースに起動します。

詳細については、「AWS DMS 
レプリケーションインスタンス
を作成するにはどうすればよい
ですか?」を参照してください。
AWS ナレッジセンターにありま
す。

DBA

レプリケーションタスクを作成
して開始します。

EXPDPFLASHBACK_SCN を使
用して変更データキャプチャ 
(CDC) 用の AWS DMS レプリ
ケーションタスクを作成します 
(全ロードはすでに EXPDP に
よって行われているため)。

詳細については、AWS DMS ド
キュメントの「タスクの作成」
を参照してください。

DBA

次から Amazon RDS for Oracle

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションワークロード
を停止します。

予定されているカットオーバー
期間中に、アプリケーション
サーバーとそのアプリケーショ
ンを停止します。

アプリケーション開発者、DBA

オンプレミスの Oracle ステージ
ングデータベースと EC2 インス
タンスの同期を検証します。

オンプレミスのソースデータ
ベースでいくつかのログ切り替
えを実行して、 SharePlex レ
プリケーションインスタンスか
ら Amazon EC2 上の Oracle ス
テージングデータベースにレプ

DBA
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http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
リケーションタスクに関するす
べてのメッセージが投稿された
ことを確認します。

詳細については、Oracle ドキュ
メントの「6.4.2 ログファイル
の切り替え」を参照してくださ
い。

Oracle ステージングデータベー
スと Amazon RDS for Oracle 
データベースの同期を検証しま
す。

すべての AWS DMS タスクに遅
延やエラーがないことを確認し
てから、タスクの検証状態を確
認します。

DBA

SharePlex と Amazon RDS のレ
プリケーションを停止します。

SharePlex と AWS DMS レプリ
ケーションの両方でエラーが表
示されない場合は、両方のレプ
リケーションを停止します。

DBA

アプリケーションを Amazon 
RDS に再マップします。

Amazon RDS for Oracle エンド
ポイントの詳細をアプリケー
ションサーバーとそのアプリ
ケーションと共有し、アプリ
ケーションを起動して業務を再
開します。

アプリケーション開発者、DBA

AWS ターゲット環境をテストする

タスク 説明 必要なスキル

AWS で Oracle ステージング
データベース環境をテストしま
す。

1. SharePlex レプリケーション
をテストし、Oracle ステー
ジングデータベースに同期
ギャップやレプリケーション
エラーがないことを確認しま
す。

2. オンプレミス環境で定義され
たベンチマークを使用して、
アプリケーションが期待どお
りに動作することを確認しま
す。

詳細については、Questのドキュ
メントの「SharePlex 9.1.2-リ
ファレンスガイド」を参照して
ください。

SharePlex、オラクル管理

Amazon RDS 環境をテストしま
す。

1. レプリケーション後に 
Amazon RDS に伝達されたす
べてのデータにエラーがない
ことを確認します。

2. 別のアプリケーションに 
Amazon RDS DB インスタン

Oracle 管理
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https://docs.oracle.com/database/121/ADMQS/GUID-E30B4C65-2AC7-4A44-A58C-D3C121EB152F.htm#ADMQS12075
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
スを指定し、パフォーマンス
テストを実行して想定される
動作を確認します。

詳細については、Amazon RDS 
ドキュメントの「Amazon RDS 
for Oracle」を参照してくださ
い。

関連リソース
AWS ドキュメント

• 自信を持って移行
• Amazon EC2
• Amazon RDS for Oracle
• AWS Database Migration Service
• AWS DMS マイグレーションのデバッグ: 物事がうまくいかない場合の対処法（パート1）
• AWS DMS マイグレーションのデバッグ: 物事がうまくいかない場合の対処法（パート2）
• AWS DMS マイグレーションのデバッグ: 物事がうまくいかないときに何をすべきか? (パート 3)

その他のリソース

• SharePlex データベース複製用
• SharePlex out-of-sync コンディションの報告方法
• SharePlex: あらゆる環境でのデータベースレプリケーション

暗号化されていないインスタンスの Amazon 
Aurora をモニタリングする

マンシ・スラトワラ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、ストレージとバックアッ
プ、データベース

ワークロード:オープンソース、
その他すべてのワークロード

AWS サービス:Amazon 
SNS、Amazon Aurora、AWS 
CloudTrail、 CloudWatchアマゾ
ン、AWS Lambda
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概要

概要
このパターンは、暗号化を有効にせずに Amazon Aurora インスタンスが作成されたときに自動通知を設定
するためにデプロイできる Amazon Web Services (AWS) CloudFormation テンプレートを提供します。

Aurora はフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互
換性があります。Aurora では、既存のアプリケーションのほとんどを変更せずに、ほんの少しのワーク
ロードで MySQL のスループットの 5 倍、PostgreSQL のスループットの 3 倍を実現します。

CloudFormation テンプレートは Amazon CloudWatch イベントイベントと AWS Lambda 関数を作成しま
す。このイベントでは、AWS CloudTrail を使用して Aurora インスタンスの作成や既存のインスタンスの
復元を監視します。Cloudwatch イベントは、暗号化が有効になっているかどうかをチェックする Lambda 
関数を起動します。暗号化が有効になっていない場合、Lambda 関数は、違反を通知する Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) 通知を送信します。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント

機能制限

• このサービスコントロールは Amazon Aurora インスタンスでのみ機能します。他の Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) インスタンスはサポートしていません。

• CloudFormation テンプレートは、RestoreDBClusterToPointInTim eCreateDBInstance と e に
のみデプロイする必要があります。 

製品バージョン

• Amazon Aurora でサポートされている PostgreSQL バージョン
• Amazon Aurora でサポートされている MySQL バージョン

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Aurora
• AWS CloudTrail
• アマゾン CloudWatch
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

CloudFormation テンプレートは、さまざまな地域やアカウントで複数回使用できます。各リージョンまた
はアカウントで一度だけ実行する必要があります。
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Tools
Tools

• Amazon Aurora — Amazon Aurora は完全マネージド型のリレーショナルデータベースエンジン
で、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。

• AWS CloudTrail — AWS CloudTrail はAWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、コンプライア
ンス、コンプライアンス、コンプライアンス、コンプライアンス、コンプライアンス、コンプライアン
ス ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクションは、にイベントとして記
録されます CloudTrail。 

• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS near-real-time リソースの変更を
示すシステムイベントのストリームを配信します。 

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行でき
るコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリク
エストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。 

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなど、さまざまなストレージソリューションに使用できる、拡張
性の高いオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 
は、Lambda、HTTP、Lambda、HTTP、モバイルプッシュ通知、モバイルテキストメッセージ (SMS) 
を使用してメッセージ配信を行うマネージド型サービスです。 

Code

プロジェクトの.zip ファイルを添付できます。

叙事詩
Lambda スクリプト用の S3 バケットを作成する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソールを開
き、S3 バケットを選択または
作成します。この S3 バケット
は Lambda コードの.zip ファイ
ルをホストします。S3 バケット
は、Aurora と同じリージョンに
存在する必要があります。S3 バ
ケット名の先頭にスラッシュを
含めることはできません。

クラウドアーキテクト

Lambda コードを S3 バケットにアップロード

タスク 説明 必要なスキル

Lambda コードをアップロードし
ます。

添付ファイルセクションにある
Lambda コードの.zip ファイル
を、定義した S3 バケットにアッ
プロードします。

クラウドアーキテクト
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CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

CloudFormation コンソール
で、RDS_Aurora_Encryption_At_Rest.yml
CloudFormation このパターンの
添付ファイルとして提供されて
いるテンプレートをデプロイし
ます。次のエピックでは、テン
プレートパラメータの値を指定
します。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します。

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケット名を入力します。 最初のエピックで作成または選
択した S3 バケットの名前を入力
します。

クラウドアーキテクト

S3 キーを入力します。 S3 バケット内の Lambda コー
ドの.zip ファイルの場所を、先
頭のスラッシュなしで指定しま
す (例:<directory>/<file-
name>.zip)。

クラウドアーキテクト

E メールアドレスを入力します。 Amazon SNS 通知を受け取るた
めのアクティブな E メールアド
レスを指定します。

クラウドアーキテクト

ログ記録のレベルを定義しま
す。

Lambda 関数のログレベルと頻
度を定義します。 Infoアプリ
ケーションの進行状況に関する
詳細な情報メッセージを指定し
ます。 Errorアプリケーション
の実行を継続できるエラーイベ
ントを指定します。 Warning潜
在的に有害な状況を示します。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

テンプレートが正常にデプロイ
されると、指定されたメールア
ドレスにサブスクリプションの
電子メールメッセージが送信さ
れます。通知を受け取るには、
このメール購読を確認する必要
があります。 

クラウドアーキテクト
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関連リソース

関連リソース
• S3 バケットの作成
• S3 バケットにファイルをアップロード 
• Amazon Aurora DB クラスターの作成
• AWS を使用して AWS API CloudWatch コールでトリガーするイベントルールの作成 CloudTrail

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon を使用して Oracle GoldenGate ログを監視
する CloudWatch

Chithra Krishnamurthy (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:データベース ワークロード:オラクル

AWS サービス: CloudWatchアマ
ゾン、Amazon SNS

概要
Oracle GoldenGate Database Service (Amazon RDS) および Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) でホストされている Oracle データベース間でのリアルタイムレプリケーションが可能です。単方向
レプリケーションと双方向レプリケーションの両方をサポートします。

GoldenGate レプリケーションに使用する場合、 GoldenGate プロセスが稼働していることを確認し、ソー
スデータベースとターゲットデータベースが同期していることを確認するために監視が不可欠です。

このパターンでは、 GoldenGate エラーログの Amazon CloudWatch モニタリングを実装する手順
と、STOPABENDまたはなどの特定のイベントについて通知を送信するようにアラームを設定する方法につ
いて説明します。これにより、適切なアクションを実行してレプリケーションを迅速に再開できます。

前提条件と制限
前提条件

• GoldenGate EC2 インスタンスにインストールおよび設定されているため、それらの EC2 CloudWatch 
インスタンスでモニタリングを設定できます。AWS GoldenGate リージョン全体で双方向レプリケー
ションを監視する場合は、 GoldenGate プロセスが実行されている各 EC2 CloudWatch インスタンスに
エージェントをインストールする必要があります。

制限事項
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アーキテクチャ

• このパターンでは、 GoldenGate を使用してプロセスを監視する方法を説明しています CloudWatch。 
CloudWatch レプリケーションの遅延やレプリケーション中のデータ同期の問題を監視しませ
ん。GoldenGate ドキュメントで説明されているように、レプリケーションの遅延やデータ関連のエ
ラーを監視するには、個別の SQL クエリを実行する必要があります。

製品バージョン

• このドキュメントは、Linux x86-64 上の Oracle GoldenGate 19.1.0.0.4 for Oracle の実装に基づいていま
す。ただし、 GoldenGateこのソリューションはのすべての主要バージョンに適用できます。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• GoldenGate EC2 インスタンスにOracle 用バイナリをインストールした
• アマゾン CloudWatch
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲットアーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• CloudWatchAmazonは、 GoldenGate このパターンでエラーログを監視する監視サービスです。
• Amazon SNS は、このパターンでメール通知を送信するメッセージ通知サービスです。

その他のツール

• Oracle GoldenGate  は、Amazon EC2 でホストされている Oracle データベースまたは Oracle データ
ベース用の Amazon RDS に使用できるデータレプリケーションツールです。

高レベルの実装手順

1. CloudWatch エージェント用AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。
2. GoldenGate エラーログが生成される EC2 インスタンスに IAM ロールをアタッチします。
3. EC2 CloudWatch インスタンスにエージェントをインストールします。
4. CloudWatch エージェント設定ファイルを設定しますawslogs.conf。awscli.confと。
5. CloudWatch エージェントを開始します。
6. ロググループにメトリックスフィルターを作成します。
7. Amazon SNS を設定します。
8. メトリクスフィルターのアラームを作成します。Amazon SNS は、これらのフィルターがイベントを

キャプチャすると E メールアラートを送信します。

詳細な手順については、次のセクションをご覧ください。
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叙事詩
ステップ 1. CloudWatch エージェント用の IAM ロールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成します。 AWS リソースへのアクセスには
権限が必要なので、 CloudWatch 
エージェントを実行するために
各サーバーに必要な権限を含む 
IAM ロールを作成します。

IAM ロールを作成するには:

1. AWS マネジメントコン
ソールにサインインし
て、IAM コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで
[Roles] (ロール) を選択してか
ら、[Create role] (ロールを作
成する) を選択します。

3. 信頼済みエンティティタイプ
には、AWS サービスを選択し
ます。

4. 一般的な使用例では、[EC2] 
を選択し、[次へ] を選択しま
す。

5. ポリシーのリストで、
の横にあるチェック
ボックスを選択しま
すCloudWatchAgentServerPolicy。
必要に応じて、検索ボックス
を使用してポリシーを見つけ
ます。

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. [Role name] (ロール名) に、

新しいロールの名前 (例
えば goldengate-cw-
monitoring-role または適
宜の別の名前) を入力します。

8. (オプション) [Role description]
(ロールの説明) に、説明を入
力します。

9. [ポリシー名 
CloudWatchAgentServerPolicy] 
に表示されていることを確認
します。

10.(オプション) 1 つ以上のタグ 
(キーと値のペア) を追加し
て、このロールのアクセスを
整理、追跡、または制御し、

一般的な AWS 一般的な
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タスク 説明 必要なスキル
[ロールを作成] を選択しま
す。

ステップ 2. IAM ロールを GoldenGate EC2 インスタンスにアタッチする

タスク 説明 必要なスキル

GoldenGate エラーログが生成
される EC2 インスタンスに IAM 
ロールをアタッチします。

GoldenGate CloudWatch によっ
て生成されたエラーログは入力
して監視する必要があるため、
ステップ 1 で作成した IAM ロー
ルを実行中の EC2 インスタン
スにアタッチする必要がありま
す。 GoldenGate

インスタンスに IAM ロールをイ
ンスタンスにアタッチするには:

1. Amazon EC2 コ
ンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
ec2/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[イ
ンスタンス] を選択してから 
GoldenGate 、実行中のインス
タンスを選択します。

3. インスタンスを選択し、[ア
クション]、[セキュリティ]、
[IAM ロールの変更] を選択し
ます。

4. 最初のステップで作成した 
IAM ロールを選択してインス
タンスにアタッチし、[保存] 
を選択します。

一般的な AWS 一般的な

ステップ 3 ～ 5. Goldenate EC2 CloudWatch インスタンスにエージェントをイン
ストールして設定する

タスク 説明 必要なスキル

GoldenGate EC2 CloudWatch イ
ンスタンスにエージェントをイ
ンストールします。

エージェントをインストールす
るには、次のコマンドを実行し
ます。

sudo yum install -y awslogs

一般的な AWS 一般的な

エージェント設定ファイルを編
集します。

1. 以下のコマンドを実行しま
す。

sudo su -

一般的な AWS 一般的な
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タスク 説明 必要なスキル
2. このファイルを編集して、必

要に応じて AWS リージョン
を更新します。

cat /etc/awslogs/conf
[plugins]
cwlogs = cwlogs
[default]
region = us-east-1

3. /etc/awslogs/
awslogs.confファイルを
編集して、ファイル名、ロ
ググループ名、および日付/
時刻形式を更新します。の
日付形式と一致する日付/時
刻を指定する必要がありま
すggserror.log。そうしな
いと、ログストリームが流れ
ません CloudWatch。例:

datetime_format = %Y-%m-
%dT%H:%M:%S%z
file = /u03/oracle/oragg/
ggserr.log
log_group_name = 
 goldengate_monitor

CloudWatch エージェントを開始
します。

エージェントを開始するには、
次のコマンドを使用します。

$ sudo service awslogsd 
 start

エージェントを開始した後、 
CloudWatch コンソールでロググ
ループを確認できます。ログス
トリームにはファイルの内容が
含まれます。

一般的な AWS 一般的な

ステップ 6: ロググループのメトリックスフィルターの作成

タスク 説明 必要なスキル

ABEND と STOPPED という
キーワードの指標フィルターを
作成します。

ロググループのメトリックス
フィルターを作成すると、エ
ラーログでフィルターが特定さ
れるたびに、アラームが開始さ
れ、Amazon SNS 設定に基づ
いて E メール通知が送信されま
す。

メトリックスフィルターを作成
するには:

CloudWatch
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タスク 説明 必要なスキル
1. https://

console.aws.amazon.com/
cloudwatch/ CloudWatch  でコ
ンソールを開きます。

2. ロググループの名前を選択し
ます。

3. [アクション]、[メトリクス
フィルターの作成] の順に選択
します。

4. フィルターパターンには、次
のようなパターンを指定しま
すABEND。

5. [次へ] を選択し、メトリクス
フィルターの名前を入力しま
す。

6. [メトリクスの詳細] の [メ
トリクス名前空間] で、 
CloudWatch メトリクスを発行
する名前空間の名前を入力し
ます。名前空間がまだ存在し
ない場合は、[新規作成] が選
択されていることを確認しま
す。

7. メトリクスフィルターでフィ
ルター内のキーワードの出現
回数をカウントするため、[メ
トリクス値] にはと入力しま
す1。

8. [単位] を [なし] に設定しま
す。

9. [Create metric filter] (メトリク
スフィルターの作成) を選択し
ます。ナビゲーションペイン
から作成したメトリクスフィ
ルターを見つけることができ
ます。

10.STOPPEDパターン用に別のメ
トリックフィルターを作成し
ます。1 つのロググループ内
で、複数のメトリックスフィ
ルターを作成し、アラームを
個別に設定できます。

ステップ 7. Amazon SNS の設定

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックを作成します。 このステップでは、メトリック
スフィルターのアラームを作成
するように Amazon SNS を設定
します。

Amazon SNS
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タスク 説明 必要なスキル
SNS トピックを作成するには:

1. https:// 
console.aws.amazon.com/sns/ 
home で Amazon SNS コン
ソールにサインインします。

2. 「トピックの作成」ボックス
に、「」などのトピック名を
入力しgoldengate-alert、
「次のステップ」を選択しま
す。

3. [Type] (タイプ) で、[Standard]
(標準) を選択します。

4. フォームの最下部までスク
ロールし、[トピックの作成] 
を選択します。コンソールに
新しいトピックの [詳細] ペー
ジが表示されます。
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タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを作成しま
す。

トピックに対するサブスクリプ
ションを作成するには:

1. 左のナビゲーションペイン
で、[サブスクリプション] を
選択します。

2. [サブスクリプション] ページ
で [サブスクリプションの作
成] を選択します。

3. [サブスクリプションの作成] 
ページで、[トピック ARN] 
フィールドを選択して、AWS 
アカウントのトピックを一覧
表示します。

4. 上記のステップで作成したト
ピックを選択します。

5. [プロトコル] で [E メール] を
選択します。

6. [エンドポイント] に、通知を
受信するために使用できる 
E メールアドレスを入力しま
す。

7. [サブスクリプションを作成] 
を選択します。 コンソールが
新しいサブスクリプションの 
[詳細] ページを開きます。

8. E メールの受信トレイに AWS 
Notifications からのメッセー
ジがあるかどうかを確認し、
メール内の [サブスクリプショ
ンの確認] を選択します。

Amazon SNS がウェブブラウザ
を開き、サブスクリプション ID 
とともにサブスクリプションの
確認を表示します。

Amazon SNS

ステップ 8. メトリックスフィルターの通知を送信するアラームを作成する

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックのアラームを作成
します。

ロググループのメトリクスフィ
ルターに基づいてアラームを作
成するには

1. https://
console.aws.amazon.com/
cloudwatch/ CloudWatch  でコ
ンソールを開きます。

2. ナビゲーションペイン
で、[Logs] (ログ)、[Log 

CloudWatch
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タスク 説明 必要なスキル
groups] (ロググループ) の順に
選択します。

3. メトリクスフィルターを含む
ロググループを選択します。

4. [Metric filters] (メトリクスフィ
ルター) を選択します。

5. [メトリクスフィルター] タブ
で、アラームのベースにす
るメトリクスフィルターの
チェックボックスを選択しま
す。

6. [Create alarm] (アラームの作
成)を選択します。

7. 「条件」には、各セクション
で以下を指定します。
• [Threshold type] で [静的] を

選択します。
• <metric-name>いつでも。。

、「より大きい」を選択し
ます。

• それよりも。。 、0 を指定
します。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. 通知中:

• [Alarm state trigger] (アラー
ム状態トリガー) で、[In 
alarm] (アラーム状態) を選
択します。

• [次の SNS トピックに通知
を送信] で、[既存のトピッ
クを選択] を選択します。

• メールボックスで、前のス
テップで作成した Amazon 
SNS トピックを選択しま
す。

10.[Next] (次へ) を選択します。
11.[名前と説明] にアラームの名

前と説明を入力します。

注:説明には、通知メールがわ
かりやすいようにインスタン
ス名を指定できます。

12.[プレビューと作成] で、設定
が正しいことを確認し、[ア
ラームの作成] を選択します。

これらの手順を実行すると、 
GoldenGate 監視しているエラー
ログファイル (ggserr.log) で
これらのパターンが検出される
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
たびに、電子メール通知が届き
ます。

トラブルシューティング

問題 解決策

GoldenGate エラーログからのログストリームはに
流れません CloudWatch。

/etc/awslogs/awslogs.confファイルを
チェックして、ファイル名、ロググループ名、
および日付/時刻形式を確認します。の日付形
式と一致する日付/時刻を指定する必要がありま
すggserror.log。そうしないと、ログストリー
ムが流れません CloudWatch。

関連リソース
• CloudWatch アマゾンドキュメント
• CloudWatch エージェントを使用したメトリクスとログの収集
• Amazon SNS ドキュメンテーション

Oracle データベースエンタープライズエディショ
ンを Amazon RDS for Oracle のスタンダードエ
ディション 2 に再プラットフォーム化

ランレ・ショウウンミ (AWS) とタルン・チャウラ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション ソース:オンプレミス ターゲット:アマゾン RDS

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オラクル テクノロジー:データベース

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
Oracle Database Enterprise Edition (EE) は、多くの企業でアプリケーションを実行するために人気です。
ただし、アプリケーションによっては Oracle Database EE の機能をほとんど、またはまったく使用しな
い場合もあるため、巨額のライセンスコストが発生する正当な理由がありません。Amazon RDS に移行す
るときに、このようなデータベースを Oracle Database Standard Edition 2 (SE2) にダウングレードするこ
とで、コストを節約できます。

このパターンでは、オンプレミスから Amazon RDS for Oracle に移行するときに Oracle データベース EE 
から Oracle データベース SE2 にダウングレードする方法について説明します。このパターンで示されて
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前提条件と制限

いるステップは、EE Oracle データベースが Amazon RDS または Amazon エラスティックコンピュート
クラウド (Amazon EC2) インスタンスですでに実行されている場合にも当てはまります。

詳細については、Oracle データベースを AWS でスタンダードエディション 2 にダウングレードすること
を評価する方法に関する AWS Prescriptive Guidance ガイドを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Oracle Database Enterprise Edition
• オラクル・データベースに接続してSQLコマンドを実行するためのクライアント・ツール（Oracle SQL 

DeveloperやSQL*Plusなど）
• 評価を実行するデータベースユーザー。たとえば、次のいずれか:

• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 評価を実行するための十分な権限を持つユーザー
• Oracle データベースのディクショナリテーブルで SQL クエリを実行するのに十分な権限を持つユー

ザ
• データベース移行を実行するデータベースユーザー。たとえば、次のいずれか:

• AWS Database Migration Service (AWS DMS) を実行するための十分な権限を持つユーザー
• Oracle Data Pump のエクスポートとインポートを実行するための十分な権限を持つユーザー
• Oracle を実行するための十分な権限を持つユーザー GoldenGate

機能制限

• Amazon RDS for Oracle には、データベースサイズの上限があります。詳細については、「Amazon 
RDS DB インスタンスストレージ」を参照してください。

製品バージョン

このドキュメントで説明する一般的なロジックは、9i 以降の Oracle バージョンに適用されます。セルフマ
ネージドデータベースと Amazon RDS for Oracle データベースのサポートされているバージョンについて
は、AWS DMS のドキュメントを参照してください。

AWS SCT がサポートされていない場合の機能の使用状況を確認するには、ソースデータベースで SQL ク
エリを実行します。AWS DMS と Oracle Data Pump がサポートされていない以前のバージョンの Oracle 
から移行するには、Oracle エクスポートおよびインポートユーティリティを使用してください。

サポートされているバージョンとエディションの最新リストについては、AWS ドキュメントの「Amazon 
RDS 上の Oracle」を参照してください。料金とサポートされているインスタンスクラスの詳細について
は、Amazon RDS for Oracle の料金表を参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスまたは Amazon EC2 で実行されている Oracle データベースエンタープライズエディショ
ン

Oracleのネイティブ・ツールを使用したターゲット・テクノロジー・スタック

• Amazon RDS for Oracle Database SE2 を実行している Oracle Database SE2 を実行
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Tools

1. Oracle Data Pump を使用してデータをエクスポートします。
2. データベースリンクを通じて Amazon RDS にダンプファイルをコピーします。
3. Oracle データポンプを使用して Amazon RDS にダンプファイルをインポートします。

AWS DMS を使用するターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for Oracle Database SE2 を実行している Oracle Database SE2 を実行
• AWS DMS

1. Oracle Data Pump と FLASHBACK_SCN を使用して、データをエクスポートします。
2. データベースリンクを通じて Amazon RDS にダンプファイルをコピーします。
3. Oracle データポンプを使用して Amazon RDS にダンプファイルをインポートします。
4. AWS DMS 変更データキャプチャ (CDC) を使用してください。

Tools
AWS サービス

• AWS Database Database Service Service Service Service Service (AWS DMS) を使用して、データスト
アをAWS クラウドに移行したり、クラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間
にデータストアを移行できます。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデー
タベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。このパターンでは Amazon RDS for Oracle を
使用します。

• AWS SCT には、ソース Oracle データベースのデータベーススキーマを評価、変換、Amazon RDS for 
Oracle と互換性のある形式に自動評価して Amazon RDS for Oracle と互換性のある形式に自動変換する
ための、プロジェクトベースのユーザーインターフェイスが用意されています。AWS SCT では、ライ
センスタイプを Oracle のエンタープライズエディションからスタンダードエディションに変更すること
で実現できる潜在的なコスト削減額を分析できます。AWS SCT レポートの「ライセンス評価とクラウ
ドSupport」セクションには、使用中の Oracle 機能に関する詳細情報が表示されるため、Amazon RDS 
for Oracle への移行時に情報に基づいた決定を下すことができます。

その他のツール

• Oracleネイティブのインポート/エクスポート・ユーティリティは、OracleデータベースへのOracleデー
タの移動とOracleデータベースからのOracleデータの移動をサポートします。オラクルには、オリジナ
ルのエクスポートとインポート（以前のリリース用）とOracle Data Pumpのエクスポートとインポー
ト（Oracle Database 10gリリース1以降で使用可能）の2種類のデータベース・インポート・ユーティリ
ティがあります。

• GoldenGateOracleはリアルタイムのレプリケーション機能を提供しているため、最初のロード後にター
ゲットデータベースを同期できます。このオプションは、稼働中のアプリケーションのダウンタイムを
減らすのに役立ちます。
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叙事詩

叙事詩
移行前の評価を行う

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションのデータベー
ス要件を検証します。

アプリケーションが Oracle デー
タベース SE2 で実行できるこ
とが認定されていることを確認
してください。ソフトウェアベ
ンダー、開発者、またはアプリ
ケーションのマニュアルに直接
確認してください。

アプリ開発者、DBA、アプリ所
有者

EE 機能の使用状況をデータベー
スで直接調べてください。

EE 機能の使用状況を判断するに
は、以下のいずれかを実行しま
す。

• Oracle EE データベース用の 
AWS SCT 評価レポートを生成
します。このレポートには、
ライセンスタイプを変更する
場合に、現在の EE データベー
スから削除する必要のある機
能を見極めることができま
す。

• Oracle Support アカウ
ントをお持ちの場合
は、Support ドキュメント 
1317265.1options_packs_usage_statistics.sql
に記載されているスクリプ
トを入手して実行し、Oracle 
データベースで使用されてい
るオプションと機能のレポー
トを生成します。

• DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS
をクエリすると、使用中のす
べての機能の詳細が表示され
ます。

アプリオーナー、DBA、アプリ
開発者

業務活動におけるEE機能の利用
状況を確認する。

データベース管理者やアプリ
ケーション管理者は、運用作業
に EE 専用機能に頼ることがあり
ます。一般的な例としては、オ
ンラインメンテナンスアクティ
ビティ (インデックスの再構築、
テーブルの移動) やバッチジョブ
による並列処理の使用などがあ
ります。

これらの依存関係は、可能な場
合は操作を変更することで軽減
できます。これらの機能の使用
方法を特定し、コストとメリッ
トを比較して判断してくださ
い。

アプリ開発者、DBA、アプリ所
有者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
Oracle データベース SE2 で使
用できる機能を特定するには、
「Oracle データベース EE と 
SE2 の機能の比較」の表を参考
にしてください。

EE Oracle データベースのワーク
ロードパターンを確認します。

Oracle Database SE2 は、いつ
でも使用量を最大 16 の CPU ス
レッドに自動的に制限します。

ご使用のOracle EEデータベー
スにOracle Diagnostic Packを
使用するライセンスがある場
合は、自動ワークロードリポ
ジトリ（AWR）ツールまたは
DBA_HIST_*ビューを使用して
データベースのワークロードパ
ターンを分析し、最大16個の
CPUスレッドがSE2にダウング
レードしたときにサービスレベ
ルに悪影響を与えるかどうかを
判断します。

評価は、1日の終わり、月、年の
終わりの処理など、アクティビ
ティがピークに達する期間を対
象としていることを確認してく
ださい。

アプリオーナー、DBA、アプリ
開発者

AWS でターゲットインフラストラクチャを準備

タスク 説明 必要なスキル

ネットワークインフラストラク
チャをデプロイして構成しま
す。

仮想プライベートクラウド 
(VPC) とサブネット、セキュリ
ティグループ、ネットワークア
クセスコントロールリストを作
成します。

AWS 管理者、クラウドアーキ
テクト、ネットワーク管理者、 
DevOps エンジニア

Amazon RDS for Oracle SE2 
データベースをプロビジョニン
グします。

アプリケーションのパフォーマ
ンス、可用性、およびセキュリ
ティ要件を満たすように、ター
ゲット Amazon RDS for Oracle
SE2 データベースをプロビジョ
ニングします。本稼働環境の
ワークロードではマルチ AZ 構成
をお勧めします。ただし、移行
のパフォーマンスを向上させる
には、マルチ AZ の有効化をデー
タ移行後まで延期できます。

クラウド管理者、クラウドアー
キテクト、DBA、 DevOps エン
ジニア、AWS 管理者

Amazon RDS 環境をカスタマイ
ズします。

カスタムパラメータとオプショ
ンを設定し、追加の監視を有
効にします。詳細については、
「Amazon RDS for Oracle に移

AWS 管理者、AWS システム管
理者、クラウド管理者、DBA、
クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
行するための、ベストプラク
ティス」を参照してください。

移行のドライランとアプリケーションのテストを実行

タスク 説明 必要なスキル

データを移行します (ドライラ
ン)。

特定の環境に最適な方法を使用
して、ソース Oracle EE デー
タベースから Amazon RDS for 
Oracle SE2 データベースインス
タンスにデータを移行します。
サイズ、複雑さ、利用可能なダ
ウンタイムウィンドウなどの要
素に基づいて移行戦略を選択し
てください。以下のいずれか、
または組み合わせを使用してく
ださい。

• Oracle Data Pump (推
奨)、Oracle インポート/エクス
ポートユーティリティ、Oracle 
などの Oracle ネイティブツー
ル GoldenGate。

• AWS DMS は、CDC による連
続レプリケーションによる全
負荷を使用します。

DBA

ターゲットデータベースを検証
します。

データベースストレージとコー
ドオブジェクトの移行後の検
証を行います。移行ログを確認
し、特定された問題を修正しま
す。詳細については、「Oracle 
データベースの AWS クラウドへ
の移行」ガイドを参照してくだ
さい。

DBA

アプリケーションをテストしま
す。

アプリケーションとデータベー
スの管理者は、必要に応じて機
能テスト、パフォーマンステス
ト、および運用テストを実施す
る必要があります。詳細につい
ては、「Amazon RDS for Oracle 
に移行するための、ベストプラ
クティス」を参照してくださ
い。

最後に、利害関係者からテスト
結果の承認を得てください。

アプリ開発者、アプリ所有
者、DBA、移行エンジニア、移
行リーダー
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関連リソース

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

Oracle データベース EE から
データを更新します。

アプリケーションの可用性要件
に基づいてデータ更新方法を選
択してください。詳細について
は、「Oracle データベースを 
AWS に移行するための戦略」の
移行方法を参照してください。

たとえば、Oracle GoldenGate 
や AWS DMS などのツールを
使用して継続的なレプリケー
ションを行うことで、ダウン
タイムをほぼゼロにすることが
できます。ダウンタイムが許せ
ば、Oracle Data PumpやOriginal 
Export-Importユーティリティ
などのオフラインの方法を使用
して最終的なデータカットオー
バーを実行できます。

アプリケーションオーナー、
カットオーバーリード、DBA、
移行エンジニア、移行リーダー

アプリケーションをターゲット
データベースインスタンスにポ
イントします。

アプリケーションや他のクラ
イアントの接続パラメータを 
Amazon RDS for Oracle SE2 
データベースを指すように更新
します。

アプリ開発者、アプリ所有
者、移行エンジニア、移行リー
ダー、カットオーバーリーダー

移行後のアクティビティを実行
する。

マルチ AZ の有効化、データ検
証、その他のチェックなど、
データ移行後のタスクを実行し
ます。

DBA、移行エンジニア

カットオーバー後の監視を行い
ます。

Amazon CloudWatch や Amazon 
RDS Performance Insights など
のツールを使用して、Amazon 
RDS for Oracle SE2 データベー
スをモニタリングしてくださ
い。

アプリ開発者、アプリ所有
者、AWS 管理者、DBA、移行エ
ンジニア

関連リソース
AWS Prescriptive Guidance

• Oracle データベースの AWS クラウドへの移行 (ガイド)
• Oracle データベースを AWS のスタンダードエディション 2 にダウングレードすることを評価してくだ

さい (ガイド)
• オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する (パターン)
• Oracle データポンプを使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移

行する (パターン)

ブログ投稿
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS と Aurora PostgreSQL 

のジョブをスケジュールする

• AWS DMS を使用して Oracle データベースをほぼゼロのダウンタイムで移行する
• Amazon RDS for Oracle を使用した Oracle SE のパフォーマンス管理の分析
• Amazon RDS for Oracle による Oracle SE の SQL プランの管理
• Oracle スタンダードエディションでのテーブルパーティショニングの実装:パート 1

Lambda と Secrets Manager を使用して 
PostgreSQL と Aurora PostgreSQL 用 Amazon 
RDS のジョブをスケジュールする

作成者:ヤセル・ラジャ (AWS)

環境:PoC またはパイロット ソース:データベース:リレーショ
ナル

ターゲット:AWS 上の 
PostgreSQL

R タイプ:該当なし ワークロード:オープンソース テクノロジー:データベース

AWS サービス:AWS 
Lambda、Amazon RDS、AWS 
Secrets Manager、Amazon 
Aurora

概要
オンプレミスデータベースおよび Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストさ
れているデータベースの場合、データベース管理者はしばしば cron ユーティリティを使用してジョブをス
ケジュールします。

たとえば、データ抽出のジョブやデータ消去のジョブは、cron を使用して簡単にスケジュールできま
す。これらのジョブでは、通常、データベース認証情報はハードコードされるか、プロパティファイル
に保存されます。ただし、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora 
PostgreSQL 互換エディションに移行すると、ホストインスタンスにログインして cron ジョブをスケ
ジュールできなくなります。 

このパターンでは、AWS Lambda と AWS Secrets Manager を使用して、移行後に Amazon RDS for 
PostgreSQL と Aurora PostgreSQL 互換データベースのジョブをスケジュールする方法について説明しま
す。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント 
• Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換データベース

機能制限

• ジョブは、Lambda 関数のタイムアウト制限である 15 分以内に完了する必要があります。その他の制限
については、AWS Lambda のドキュメントを参照してください。

• Job コードは Lambda がサポートする言語で記述する必要があります。
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http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-oracle-databases-with-near-zero-downtime-using-aws-dms/
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

このスタックには、Bash、Python、Java などの言語で書かれたジョブが含まれます。データベースの認
証情報はプロパティーファイルに保存され、ジョブは Linux cron を使用してスケジュールされます。

ターゲットテクノロジースタック

このスタックには、Secrets Manager に保存されている認証情報を使用してデータベースに接続し、アク
ティビティを実行する Lambda 関数があります。Lambda 関数は、Amazon CloudWatch イベントを使用
してスケジュールされた間隔で開始されます。

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティ

ングサービスです。AWS Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 
秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケーリングします。課金は実際に消費したコンピューティン
グ時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。AWS Lambda 
を使用すれば、実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスでも、管理を必要と
せずに実行できます。AWS Lambda は可用性の高いコンピューティングインフラストラクチャでコード
を実行し、コンピューティングリソースの管理を行います。これには、サーバーおよびオペレーティン
グシステムのメンテナンス、容量のプロビジョニングおよび自動スケーリング、コードのモニタリング
およびログ記録などが含まれます。必要な操作は、AWS Lambda がサポートするいずれかの言語でコー
ドを指定することだけです。

• Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を記述したシステムイベントのストリームをほぼ
リアルタイムに配信します。すぐに設定できる簡単なルールを使用して、ルールに一致したイベントを 
1 つ以上のターゲット関数またはストリームに振り分けることができます。 CloudWatch オペレーショ
ンの変更が発生すると、イベントはその変更を認識します。オペレーションの変更に応答し、必要に応
じて、応答メッセージを環境に送り、機能をアクティブ化し、変更を行い、状態情報を収集することに
よって、修正アクションを実行します。 CloudWatch Events を使用して、cron や rate 式により特定の
時間に自己トリガーする自動アクションをスケジュールすることもできます。

• AWS Secrets Manager は、必要とするシークレットの保護に役立ちます。データベースクレデンシャ
ル、APIキー、およびその他のシークレットをライフサイクル全体で簡単にローテーション、管理、お
よび取得できます。ユーザーとアプリケーションは Secrets Manager API を呼び出すことでシークレッ
トを取得します。これにより、機密情報をプレーンテキストでハードコーディングする必要がなくなり
ます。Secrets Manager は、Amazon RDS、Amazon Redshift、および Amazon DocumentDB の統合が
組み込まれたシークレットローテーションを提供します。このサービスは、API キーや OAuth トークン
など、他のタイプのシークレットにも拡張できます。Secrets Manager を使用すると、きめ細かい権限
を使用してシークレットへのアクセスを制御し、AWS クラウド、サードパーティのサービス、およびオ
ンプレミスのリソースのシークレットローテーションを一元的に監査できます。

叙事詩
Secrets Manager にデータベース認証情報を保存します

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数のデータベースユー
ザーを作成します。

アプリケーションのさまざまな
部分に別々のデータベースユー
ザーを使用することをおすすめ

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-runtimes.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
します。cronジョブ用に別のデー
タベースユーザーがすでに存在
する場合は、それを使用して
ください。それ以外の場合は、
新しいデータベースユーザーを
作成します。詳細については、
「PostgreSQL ユーザーとロール
の管理 (AWS ブログ記事)」を参
照してください。

データベースの認証情報を 
Secrets Manager にシークレット
として保存します。

「データベースシークレットの
作成」(Secrets Manager ドキュ
メント) の指示に従います。

DBA、 DevOps

Lambda 関数のコードを作成する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Lambda でサポートされて
いるプログラミング言語を選択
してください。

サポートされている言語のリス
トについては、Lambda ランタイ
ム (Lambda ドキュメント)] を参
照してください。

デベロッパー

Secrets Manager からデータベー
スの認証情報を取得するロジッ
クを記述します。

サンプルコードについては、
「AWS Secrets Manager を使
用してデータベース認証情報を 
Lambda 関数に安全に提供する方
法 (AWS ブログ記事)」を参照し
てください。

デベロッパー

スケジュールされたデータベー
スアクティビティを実行するロ
ジックを記述します。

オンプレミスで使用しているス
ケジューリングジョブの既存の
コードを AWS Lambda 関数に
移行します。詳細については、
「Lambda 関数のデプロイ」
(Lambda ドキュメント) を参照し
てください。

デベロッパー

コードをデプロイして Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数のデプロイパッケー
ジを作成します。

このパッケージには、コードと
その依存関係が含まれます。詳
細については、「デプロイパッ
ケージ」(Lambda ドキュメント) 
を参照してください。

デベロッパー

Lambda 関数を作成する AWS Lambda コンソールで、[関
数の作成] を選択し、関数名を入
力し、ランタイム環境を選択し
て、[関数の作成] を選択します。

DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

デプロイパッケージをアップ
ロードする

作成した Lambda 関数を選択
してその設定を開きます。コー
ドセクションに直接コードを記
述するか、デプロイパッケージ
をアップロードできます。パッ
ケージをアップロードするに
は、ファンクションコードセク
ションに移動し、コード入力タ
イプを選択して.zip ファイルを
アップロードし、パッケージを
選択します。

DevOps

Lambda 関数を要件に合わせて設
定します。

たとえば、Timeout パラメータを 
Lambda 関数にかかると予想され
る時間に設定できます。詳細に
ついては、「関数オプションの
設定」(Lambda ドキュメント) を
参照してください。

DevOps

Lambda 関数ロールのアクセス権
限をSecrets Manager に設定しま
す。

手順については、「AWS 
Lambda 関数でのシークレットの
使用 (Secrets Manager のドキュ
メント)」を参照してください。

DevOps

Lambda 関数をテストします。 関数を手動で開始して、期待ど
おりに機能することを確認しま
す。

DevOps

CloudWatch イベントを使用して Lambda 関数をスケジュールする

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数をスケジュールに
従って実行するルールを作成し
ます。

CloudWatch イベントを使用し
て Lambda 関数をスケジュー
ルします。手順については、「
CloudWatch イベントを使用して 
Lambda 関数をスケジュールする 
(CloudWatch イベントチュート
リアル)」を参照してください。

DevOps

関連リソース
• AWS Secrets Manager 
• Lambda を使い始める
• CloudWatch イベントでトリガーするイベントルールの作成
• AWS Lambda 制限
• サーバーレスアプリケーションから AWS データベースにクエリを実行する (ブログ投稿)
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Amazon RDS カスタムで Oracle E-ビジネススイー

トの HA/DR アーキテクチャをセットアップする

アクティブなスタンバイデータベースを使用して 
Amazon RDS Custom で Oracle E-ビジネススイー
トの HA/DR アーキテクチャをセットアップしま
す。

サイモン・カニンガム (AWS) とニティン・サクセナが作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: データベース; イ
ンフラストラクチャ

ワークロード: Oracle

AWS サービス: Amazon RDS

概要
このパターンは、別のAmazon Web Services（AWS）アベイラビリティーゾーンに Amazon RDS カス
タムリードレプリカデータベースをセットアップすることで、高可用性（HA）とディザスタリカバリ
（DR）を実現する Amazon Relational Database Service（Amazon RDS）カスタムで Oracle E-Business 
ソリューションを設計する方法を示しています。アクティブ・スタンバイ・データベースに変換しま
す。Amazon RDS カスタムリードレプリカの作成は、AWS マネジメントコンソールによって完全に自動
化されています。

このパターンでは、アプリケーション層や共有ファイルシステムを追加する手順については説明してい
ません。これらも HA/DR アーキテクチャの一部である可能性があります。これらのトピックの詳細につ
いては、1375769.1、1375670.1、および1383621.1（セクション5、拡張クローニングオプション）の
OracleSupport ノートを参照してください。(アクセスには Oracle Support アカウントが必要です。)

E-Business Suite システムをAmazon Web Services (AWS) 上の単一階層 AZ アーキテクチャに移行するに
は、「Oracle E-Business Suite を Amazon RDS Custom に移行する」というパターンを参照してくださ
い。

Oracle E-Business Suiteは、財務、人事、サプライチェーン、製造などの企業規模のプロセスを自動化す
るためのエンタープライズリソースプランニング（ERP）ソリューションです。クライアント、アプリ
ケーション、データベースの 3 層アーキテクチャを採用しています。以前は、E-ビジネススイートのデー
タベースを自己管理型の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上で実行する必要が
ありましたが、 Amazon RDS Custom を利用できるようになりました。 

前提条件と制限
前提条件

• Amazon RDS Custom に既存の E ビジネススイートがインストールされている。「Oracle E-Business 
Suite を Amazon RDS Custom に移行する」というパターンを参照してください

• リードレプリカを読み取り専用に変更し、それを使用してレポートをスタンバイ側にオフロードする場
合は、Oracle Active Data Guardデータベースライセンス（Oracle Technologyの商用価格表を参照）

機能制限

• Amazon RDS カスタムでの Oracle データベースの制限とサポートされていない設定
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アーキテクチャ

• Amazon RDS Custom for Oracle リードレプリカの制限

製品バージョン

Amazon RDS カスタムでサポートされている Oracle データベースのバージョンとインスタンスクラスに
ついては、「Amazon RDS カスタム for Oracle の要件と制限事項」を参照してください。

アーキテクチャ
次の図は、アクティブ/パッシブ構成に複数のアベイラビリティーゾーンとアプリケーション階層を含
む AWS 上の E-Business Suite の代表的なアーキテクチャを示しています。データベースは Amazon 
RDS Custom DB インスタンスと Amazon RDS Custom リードレプリカを使用します。リードレプリカは 
Active Data Guard を使用して別のアベイラビリティーゾーンにレプリケートします。リードレプリカを使
用して、プライマリデータベースの読み取りトラフィックの負荷を軽減したり、レポートを作成したりす
ることもできます。

詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS Custom for Oracle リードレプリカの使
用」を参照してください。 

Amazon RDS カスタムリードレプリカは、デフォルトでマウントされた状態で作成されます。ただし、読
み取り専用のワークロードの一部をスタンバイデータベースにオフロードしてプライマリデータベースの
負荷を軽減したい場合は、エピックセクションの手順に従って (p. 643)、マウントされたレプリカのモー
ドを手動で読み取り専用に変更できます。この典型的な使用例は、スタンバイデータベースからレポート
を実行することです。読み取り専用に変更するには、アクティブなスタンバイデータベースライセンスが
必要です。 

AWS でリードレプリカを作成すると、システムは内部的に Oracle Data Guard ブローカーを使用しま
す。 この設定は、以下のように自動的に生成され、最大パフォーマンスモードで設定されます。

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: MaxPerformance 
  Members: 
  vis_a - Primary database 
    vis_b - Physical standby database  
Fast-Start Failover: DISABLED
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 58 seconds ago)

Tools
AWS サービス

• Amazon RDS Custom for Oracle は、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのア
クセスを必要とするレガシー、カスタム、およびパッケージアプリケーション向けのマネージドデータ
ベースサービスです。データベース管理のタスクとオペレーションを自動化し、データベース管理者と
してデータベース環境とオペレーティングシステムへのアクセスおよびカスタマイズを可能にします。 

その他のツール

• Oracle データガードは、Oracle スタンバイデータベースの作成と管理に役立つツールです。このパター
ンでは、Oracle Data Guard を使用して Amazon RDS Custom にアクティブなスタンバイデータベース
を設定します。
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エピック

エピック
リードレプリカの作成

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS Custom DB インス
タンスのリードレプリカを作成
します。

リードレプリカを作成するに
は、Amazon RDS ドキュメント
の指示に従い、作成した Amazon 
RDS カスタム DB インスタンス 
(「前提条件 (p. 641)」セクショ
ンを参照) をソースデータベース
として使用します。

デフォルトでは、Amazon RDS 
カスタムリードレプリカはフィ
ジカルスタンバイとして作成
され、マウントされた状態にな
ります。これは、Oracle Active 
Data Guardライセンスに確実に
準拠することを目的としていま
す。リードレプリカを読み取り
専用モードに変換するには、次
の手順に従います。

DBA

リードレプリカを読み取り専用のアクティブスタンバイに変更する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS カスタムリードレ
プリカConnect。

次のコマンドを使用して、フィ
ジカルスタンバイデータベース
をアクティブスタンバイデータ
ベースに変換します。 

重要: これらのコマンドに
は、Oracle アクティブスタンバ
イライセンスが必要です。ライ
センスを取得するには、オラク
ルの担当者にお問い合わせくだ
さい。

$ sudo su - rdsdb
-bash-4.2$ sql
SQL> select 
 process,status,sequence# 
 from v$managed_standby;

PROCESS    STATUS       
  SEQUENCE#
--------- ------------ 
 ----------
ARCH       CLOSING           
  3956
ARCH       CONNECTED         
     0

DBA
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ARCH       CLOSING           
  3955
ARCH       CLOSING           
  3957
RFS        IDLE              
     0
RFS        IDLE              
  3958
MRP0       APPLYING_LOG      
  3958
SQL> select name, 
 database_role, open_mode 
 from v$database;

NAME       DATABASE_ROLE   
  OPEN_MODE
--------- ---------------- 
 --------------------
VIS        PHYSICAL STANDBY 
 MOUNTED
SQL> alter database recover 
 managed standby database 
 cancel;
Database altered.
Open the standby database
SQL> alter database open;
Database altered.
SQL> select name, 
 database_role, open_mode 
 from v$database;

NAME       DATABASE_ROLE   
  OPEN_MODE
--------- ---------------- 
 --------------------
VIS        PHYSICAL STANDBY 
 READ ONLY

リアルタイムのログ適用でメ
ディアリカバリを開始します。

リアルタイムログ適用機能を有
効にするには、次のコマンドを
使用します。これらはスタンバ
イ (リードレプリカ) をアクティ
ブなスタンバイデータベースと
して変換および検証するため、
接続して読み取り専用のクエリ
を実行できます。

SQL>   alter database 
 recover managed standby 
 database using current 
 logfile disconnect from 
 session;
Database altered

DBA
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

データベースの状態を確認して
ください。

データベースのステータスを確
認するには、次のコマンドを使
用します。

SQL> select name, 
 database_role, open_mode 
 from v$database;
NAME      DATABASE_ROLE   
  OPEN_MODE
--------- ---------------- 
 --------------------
VIS       PHYSICAL STANDBY 
 READ ONLY WITH APPLY

DBA

REDO適用モードをチェックして
ください。

REDO 適用モードを確認する
には、次のコマンドを使用しま
す。

SQL> select 
 process,status,sequence# 
 from v$managed_standby;
PROCESS    STATUS       
  SEQUENCE#
--------- ------------ 
 ----------
ARCH       CLOSING           
  3956
ARCH       CONNECTED         
     0
ARCH       CLOSING           
  3955
ARCH       CLOSING           
  3957
RFS        IDLE              
     0
RFS        IDLE              
  3958
MRP0       APPLYING_LOG      
  3958 
  
SQL> select open_mode from v
$database;
OPEN_MODE
--------------------
READ ONLY WITH APPLY

DBA

関連リソース
• Oracle E-ビジネススイートを Amazon RDS カスタムに移行 (AWS Prescriptive Guidance)
• Amazon RDS カスタムの使用 (Amazon RDS ドキュメント)
• Amazon RDS Custom for Oracle リードレプリカの使用 (Amazon RDS ドキュメント)
• Amazon RDS カスタム for Oracle — データベース環境における新しい制御機能 (AWS ニュースブログ)
• AWS での Oracle E-ビジネススイートの移行 (AWS ホワイトペーパー)
• AWS での Oracle E-ビジネススイートアーキテクチャ (AWS ホワイトペーパー)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
RDS for MySQL と Amazon EC2 上の MySQL 間
のデータレプリケーションをセットアップする

GTID を使用して、Amazon RDS for MySQL と 
Amazon EC2 上の MySQL 間のデータレプリケー
ションをセットアップします

ラジェシュ・マディワレ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:データベース ワークロード:オープンソース

概要
このパターンでは、MySQL ネイティブグローバルトランザクション識別子 (GTID) レプリケーションを
使用して、Amazon Web Services (AWS) クラウドで MySQL DB インスタンス用アマゾンリレーショナル
データベースサービス (Amazon RDS) と Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上
の MySQL データベース間でデータレプリケーションを設定する方法について説明します。

GTID では、トランザクションが元のサーバーでコミットされ、レプリカによって適用されるときに、ト
ランザクションが識別および追跡されます。フェイルオーバー中に新しいレプリカを開始するときに、ロ
グファイルを参照する必要はありません。

前提条件と制限
前提条件

•  アクティブな AWS アカウント
• Amazon Linux インスタンスがデプロイされた

制限事項

• この設定では、内部チームが読み取り専用クエリを実行する必要があります。
• ソースとターゲットの MySQL のバージョンが同じであること。
• レプリケーションは、同じ AWS リージョンと仮想プライベートクラウド (VPC) で設定されます。

製品バージョン

• Amazon RDS バージョン 5.7.23 以降 (GTID) は GTID をサポートするバージョンです。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Amazon RDS for MySQL

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon MySQL をAmazon EC2 での SQL

ターゲットアーキテクチャ

646

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/mysql-replication-gtid.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グ容量を提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、スケーリングスケーリングできます。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデー
タベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。

その他のサービス

• グローバル転送ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID 
ID ID ID ID ID ID ID ID

• mysqldump は、ソースデータベースのオブジェクト定義とテーブルデータを再現するために実行できる 
SQL ステートメントを生成することで論理バックアップを実行するためのクライアントユーティリティ
です。

• mysql は MySQL のコマンドラインクライアントです。

叙事詩
Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを作成および準備します。

タスク 説明 必要なスキル

MySQL 用の RDS インスタンス
を作成します。

RDS for MySQL インスタンスを
作成するには、Amazon RDS ド
キュメントの手順に従い、次の
タスクで説明するパラメータ値
を使用します。

データベース管理者、 DevOps 
エンジニア

DB パラメータグループの GTID 
関連の設定を有効にします。

Amazon RDS for MySQL DB パ
ラメータグループで次のパラ
メータを有効にします。

enforce_gtid_consistencyを
に設定しon、gtid-modeに設定
しますon。

 

DBA

Amazon RDS for MySQL インス
タンスを再起動します。

パラメータの変更を反映するに
は再起動が必要です。

DBA

ユーザーを作成し、レプリケー
ション許可を付与。

MySQL をインストールするに
は、次のコマンドを使用しま
す。

CREATE USER 'repl'@'%' 
 IDENTIFIED BY 'xxxx';
GRANT REPLICATION slave ON 
 *.* TO 'repl'@'%' ;
FLUSH PRIVILEGES;

DBA
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
 

Amazon ECMySQL をインストールして準備します。

タスク 説明 必要なスキル

Amazon MySQL をAmazon Linux 
をインストールします。

MySQL をインストールするに
は、次のコマンドを使用しま
す。

sudo yum update
sudo wget https://
dev.mysql.com/get/
mysql57-community-release-
el7-11.noarch.rpm
sudo yum localinstall 
 mysql57-community-release-
el7-11.noarch.rpm  
sudo yum install mysql-
community-server
sudo systemctl start mysqld

DBA

EC2 インスタンスの MySQL に
ログインし、データベースを作
成します。

データベース名は、Amazon 
RDS for MySQL のデータベー
ス名と同じでなければなりませ
ん。次の例では、データベース
名はですreplication。

create database replication;

DBA

MySQL 設定ファイルを編集し、
データベースを再起動します。

my.conf/etc/にあるファイル
を編集するには、次のパラメー
タを追加します。

server-id=3
gtid_mode=ON
enforce_gtid_consistency=ON
replicate-ignore-db=mysql
binlog-format=ROW
log_bin=mysql-bin

その後、mysqldサービスを再起
動します。

systemctl mysqld restart

DBA
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関連リソース

レプリケーションの設定

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS for MySQL データ
ベースからデータダンプをエク
スポートします。

Amazon RDS for MySQL からダ
ンプをエクスポートするには、
次のコマンドを使用します。

mysqldump --single-
transaction  -h 
 mydb.xxxxxxx.amazonaws.com 
  -uadmin -p --databases 
 replication > replication-
db.sql

DBA

Amazon EC2 上の MySQL デー
タベースにある.sql ダンプファイ
ルを復元します。

Amazon EC2 MySQL インポート
するには、次のコマンドを使用
します。

mysql -D replication -uroot 
 -p  < replication-db.sql

DBA

Amazon EC2 上の MySQL デー
タベースをレプリカとして設定
します。

レプリケーションを開始してレ
プリケーションステータスを確
認するには、Amazon EC2 の 
MySQL データベースにログイ
ンし、次のコマンドを使用しま
す。

CHANGE MASTER TO 
 MASTER_HOST="mydb.xxxxxxx.amazonaws.com", 
 MASTER_USER="repl", 
 MASTER_PASSWORD="rep123", 
 MASTER_PORT=3306, 
 MASTER_AUTO_POSITION = 1;
START SLAVE;
SHOW SLAVE STATUS\G

DBA

関連リソース
• Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド
• MySQL Yum リポジトリを使用して MySQL を Linux にインストールする
• グローバルトランザクション識別子による複製
• Amazon RDS for MySQL レプリケーションを使用して

Amazon RDS Custom for PeopleSoft Oracle の移行
ロール

サンパス・カサーベル (AWS) によって作成されました
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概要

環境:プロダクション テクノロジー:データベース; イン
フラストラクチャ

ワークロード:オラクル

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
Amazon Web Services (AWS) で Oracle PeopleSoft エンタープライズリソースプランニング (ERP) ソ
リューションを実行するには、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon RDS 
Custom for Oracle を使用できます。これらは、基盤となるオペレーティングシステム (OS) とデータベー
ス環境へのアクセスを必要とするレガシー、カスタム、およびパッケージ化されたアプリケーションを
サポートします。移行を計画する際に考慮すべき重要な要素については、AWS Prescriptive Guidance の
「Oracle データベース移行戦略」を参照してください。

このパターンでは、リードレプリカデータベースのあるプライマリデータベースとして Amazon RDS 
Custom PeopleSoft で実行されているアプリケーションデータベースに対して Oracle Data Guard のス
イッチオーバーまたはロールの移行を実行する手順に焦点を当てています。このパターンには、ファス
ト・スタート・フェイルオーバー (FSFO) を設定する手順が含まれています。このプロセスの間、Oracle 
Data Guard構成内のデータベースは引き続き新しい役割で機能します。Oracle Data Guardスイッチオー
バーの一般的な使用例としては、災害復旧（DR）訓練、データベースの定期メンテナンス作業、スタ
ンバイ・ファースト・パッチ適用ローリング・パッチなどがあります。詳細については、ブログ記事
「Amazon RDS Custom for Amazon RDS Custom でデータベースパッチのダウンタイムを削減」を参照し
てください。

前提条件と制限
前提条件

• リードレプリカパターンを使用して Amazon RDS PeopleSoft カスタムで HA を Oracle に追加。

制限事項

• RDS カスタム for Oracle の制限事項とサポートされていない構成
• Amazon RDS Custom for Oracle リードレプリカの制限

製品バージョン

• Amazon RDS カスタムでサポートされている Oracle データベースのバージョンについては、「Oracle 
用 RDS カスタム」を参照してください。

• Amazon RDS カスタムでサポートされている Oracle データベースインスタンスクラスについては、
「Oracle 用 RDS カスタムの DB インスタンスクラスサポート」を参照してください。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon RDS Custom for Oracle

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Amazon RDS カスタム DB インスタンスと Amazon RDS カスタムリードレプリカを示してい
ます。Oracle Data Guardは、DRのフェイルオーバー中にロールを移行します。
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Oracle PeopleSoft on AWS を使用する代表的なアーキテクチャについては、「AWS  PeopleSoft での可用
性の高いアーキテクチャのセットアップ」を参照してください。

Tools
AWS サービス

• Amazon RDS Custom for Oracle は、基盤となる OS とデータベース環境へのアクセスを必要とするレ
ガシー、カスタム、およびパッケージアプリケーション向けのマネージドデータベースサービスです。

• AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) 
を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができ
ます。このパターンでは、シークレット名のデータベースユーザーパスワードを Secrets Managerdo-
not-delete-rds-custom-+<<RDS Resource ID>>+-dg から取得します。RDS_DATAGUARD

その他のサービス

• Oracle Data Guardは、スタンバイ・データベースの作成、保守、管理、監視に役立ちます。このパ
ターンでは、役割の移行（Oracle Data Guardスイッチオーバー）にOracle Data Guardマキシマム・パ
フォーマンスを使用します。

ベストプラクティス
本番環境でのデプロイでは、プライマリノードとリードレプリカノードとは別の 3 番目のアベイラビリ
ティーゾーンでオブザーバーインスタンスを起動することをお勧めします。

叙事詩
役割の移行を開始する

タスク 説明 必要なスキル

プライマリとレプリカの両方の
データベース自動化を一時停止
します。

RDS Custom 自動化フレーム
ワークはロール移行プロセス
を妨げませんが、Oracle Data 
Guard の切り替え中は自動化を
一時停止することをお勧めしま
す。

RDS カスタムデータベース自動
化を一時停止および再開するに
は、「RDS カスタム自動化の一
時停止と再開」の指示に従って
ください。

クラウド管理者、DBA

Oracle Data Guard のステータス
をチェックします。

Oracle Data Guard のステータ
スを確認するには、プライマ
リデータベースにログインしま
す。このパターンには、マルチ
テナントコンテナデータベース 
(CDB) または非 CDB のインスタ
ンスを使用するコードが含まれ
ます。

DBA
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非 CDB CDB CDB

-bash-4.2$ dgmgrl 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_A
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Mon Nov 28 20:55:50 2022
Version 19.10.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates. All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "ORCL_A"
Connected as SYSDG.
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - Physical standby 
 database  
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 59 
 seconds ago)
DGMGRL>

CDB

CDB-bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_A
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Wed Jan 18 06:13:07 2023
Version 19.16.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates.  All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "RDSCDB_A"
Connected as SYSDG.
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
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タスク 説明 必要なスキル
SUCCESS   (status updated 52 
 seconds ago)
DGMGRL>

インスタンスロールを検証しま
す。

AWS マネジメントコンソールを
開き、Amazon RDS コンソール
に移動します。データベースの
レプリケーションセクションの
[接続とセキュリティ] タブで、プ
ライマリとレプリカのインスタ
ンスロールを確認します。

プライマリ・ロールはOracle 
Data Guardのプライマリ・デー
タベースと一致し、レプリカ・
ロールはOracle Data Guardの
フィジカル・スタンバイ・デー
タベースと一致する必要があり
ます。

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル

スイッチオーバーを実行する。 スイッチオーバーを実行するに
は、DGMGRLプライマリノードか
らに接続します。

非 CDB CDB CDB

DGMGRL> switchover to 
 orcl_d;
Performing switchover NOW, 
 please wait...
Operation requires a 
 connection to database 
 "orcl_d"
Connecting ...
Connected to "ORCL_D"
Connected as SYSDG.
New primary database 
 "orcl_d" is opening...
Operation requires start 
 up of instance "ORCL" on 
 database "orcl_a"
Starting instance "ORCL"...
Connected to an idle 
 instance.
ORACLE instance started.
Connected to "ORCL_A"
Database mounted.
Database opened.
Connected to "ORCL_A"
Switchover succeeded, new 
 primary is "orcl_d"
DGMGRL>   

CDB

DGMGRL> switchover to 
 rdscdb_b
Performing switchover NOW, 
 please wait...
New primary database 
 "rdscdb_b" is opening...
Operation requires start 
 up of instance "RDSCDB" on 
 database "rdscdb_a"
Starting instance 
 "RDSCDB"...
Connected to an idle 
 instance.
ORACLE instance started.
Connected to "RDSCDB_A"
Database mounted.
Database opened.
Connected to "RDSCDB_A"
Switchover succeeded, new 
 primary is "rdscdb_b"

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

Oracle Data Guard の接続を検証
します。

スイッチオーバー後、プラ
イマリノードからへのOracle 
Data Guard接続を確認しま
すDGMGRL。

非 CDB CDB CDB

DGMGRL> show configuration;
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_d - Primary database
orcl_a - Physical standby 
 database  
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 60 
 seconds ago)
DGMGRL>  

DGMGRL> show configuration 
 lag;
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_d - Primary database
orcl_a - Physical standby 
 database  
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 44 
 seconds ago)
DGMGRL> 

CDB

DGMGRL> show configuration
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_b - Primary 
 database 
    rdscdb_a - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 52 
 seconds ago)
DGMGRL>  
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DGMGRL> show configuration 
 lag
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_b - Primary 
 database 
    rdscdb_a - Physical 
 standby database  
               Transport 
 Lag:      0 seconds 
 (computed 0 seconds ago) 
               Apply Lag:    
       0 seconds (computed 0 
 seconds ago)
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 53 
 seconds ago)
DGMGRL>

Amazon RDS コンソールでイン
スタンスロールを確認します。

ロールの切り替えを実行する
と、Amazon RDS コンソールの 
[データベース] の [接続とセキュ
リティ] タブの [レプリケーショ
ン] セクションに新しいロールが
表示されます。レプリケーショ
ンの状態が空から [複製中] に更
新されるまでに数分かかる場合
があります。

DBA

FSFO を設定して下さい

タスク 説明 必要なスキル

スイッチオーバーをリセットし
ます。

スイッチオーバーをプライマリ
ノードに戻します。

DBA

オブザーバーをインストールし
て起動します。

DGMGRLオブザーバープロセス
はクライアントコンポーネン
トであり、通常はプライマリ
データベースとスタンバイデー
タベースとは別のマシンで実
行されます。オブザーバ用の 
ORACLE HOME インストール
は、Oracle クライアント管理者
によるインストールでも、Oracle 
Database Enterprise Edition また
は Personal Edition のどちらでも
インストールできます。使用し
ているデータベースリリースで
のオブザーバーのインストール
の詳細については、「オブザー

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
バーのインストールと起動」
を参照してください。オブザー
バープロセスのハイアベイラビ
リティーを設定するには、次の
操作を実行できます。

• オブザーバーを実行している
EC2 インスタンスの EC2 イン
スタンスの自動回復を有効に
します。OS 起動の一部とし
て、オブザーバーの起動プロ
セスを自動化する必要があり
ます。

• EC2 インスタンスにオブザー
バーをデプロイし、Amazon 
EC2 Auto Scaling グループを
サイズ 1 で設定します。EC2 
インスタンスに障害が発生し
た場合、自動スケーリンググ
ループは自動的に別の EC2 イ
ンスタンスを起動します。

Oracle 12c リリース 2 以降で
は、最大 3 人のオブザーバーを
配置できます。1 人のオブザーバ
がプライマリのオブザーバで、
残りはバックアップオブザーバ
です。プライマリオブザーバに
障害が発生すると、バックアッ
プオブザーバの 1 つがプライマ
リオブザーバになります。
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タスク 説明 必要なスキル

オブザーバホストから DGMGRL 
Connect。

オブザーバーホストに
は、tnsnames.oraプライ
マリデータベース接続とス
タンバイデータベース接続用
のエントリが設定されていま
す。FastStartFailoverLagLimitデー
タ損失が構成（秒単位の値）の
範囲内であれば、最大パフォー
マンス保護モードでFSFOを有
効にできます。ただし、データ
損失をゼロにする（RPO=0）に
は、最大可用性保護モードを使
用する必要があります。

非 CDB CDB CDB

DGMGRL> show configuration;
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - Physical standby 
 database  
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 58 
 seconds ago)
DGMGRL> show configuration 
 lag
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - Physical standby 
 database  
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 5 
 seconds ago)
DGMGRL>

CDB

-bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_A
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Wed Jan 18 06:55:09 2023
Version 19.16.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
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タスク 説明 必要なスキル
 affiliates.  All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "RDSCDB_A"
Connected as SYSDG.
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 18 
 seconds ago)
DGMGRL>
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タスク 説明 必要なスキル

スタンバイデータベースをフェ
イルオーバーターゲットに変更
します。

プライマリノードまたはオブ
ザーバーノードのいずれかから 
1 つのスタンバイデータベース
Connect。(構成に複数のスタン
バイデータベースを含めること
もできますが、現時点で接続す
る必要があるのは 1 つだけで
す)。

非 CDB CDB CDB

DGMGRL> edit database 
 orcl_a set property 
 FastStartFailoverTarget='orcl_d';
Property 
 "faststartfailovertarget" 
 updated
DGMGRL> edit database 
 orcl_d set property 
 FastStartFailoverTarget='orcl_a';
Property 
 "faststartfailovertarget" 
 updated
DGMGRL> show database orcl_a 
 FastStartFailoverTarget;
FastStartFailoverTarget = 
 'orcl_d'
DGMGRL> show database orcl_d 
 FastStartFailoverTarget;
FastStartFailoverTarget = 
 'orcl_a'
DGMGRL>

CDB

DGMGRL> edit database 
 orcl_a set property 
 FastStartFailoverTarget='rdscdb_b';
Object "orcl_a" was not 
 found
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_a set property 
 FastStartFailoverTarget='rdscdb_b';
Property 
 "faststartfailovertarget" 
 updated
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_b set property 
 FastStartFailoverTarget='rdscdb_a';
Property 
 "faststartfailovertarget" 
 updated
DGMGRL> show 
 database rdscdb_a 
 FastStartFailoverTarget; 
  FastStartFailoverTarget = 
 'rdscdb_b'
DGMGRL> show 
 database rdscdb_b 
 FastStartFailoverTarget; 

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
  FastStartFailoverTarget = 
 'rdscdb_a'
DGMGRL>

DGMGRL への接続を設定します 
FastStartFailoverThreshold 。

Oracle 19c のデフォルト値は 
30 秒で、最小値は 6 秒です。値
を小さくすると、フェイルオー
バー時の目標復旧時間 (RTO) 
が短くなる可能性があります。
値を大きくすると、プライマリ
データベースで不必要なフェイ
ルオーバーの一時エラーが発生
する可能性が低くなります。

RDS Custom for Oracle 自
動化フレームワークは、
データベースの状態を監視
し、数秒ごとに修正処理を
実行します。そのため、10 
FastStartFailoverThreshold 秒を
超える値に設定することをお勧
めします。次の例では、しきい
値を 35 秒に設定しています。

ノンCBDまたはCDB

DGMGRL> edit configuration 
 set property 
 FastStartFailoverThreshold=35;
Property 
 "faststartfailoverthreshold" 
 updated
DGMGRL> show configuration 
 FastStartFailoverThreshold;
FastStartFailoverThreshold = 
 '35'
DGMGRL>

DBA
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プライマリノードまたはオブ
ザーバノードから DGMGRL に接
続して FSFO を有効にします。

データベースでフラッシュバッ
クデータベースが有効になって
いない場合は、ORA-16827警
告メッセージが表示されま
す。オプションのフラッシュ
バックデータベースを使用する
と、FastStartFailoverAutoReinstate構
成プロパティがTRUE (デフォル
ト) に設定されている場合、障
害が発生したプライマリデータ
ベースをフェイルオーバー前の
時点に自動的に復元できます。

非 CDB CDB CDB

DGMGRL> enable fast_start 
 failover;
Warning: ORA-16827: 
 Flashback Database is 
 disabled
Enabled in Zero Data Loss 
 Mode.
DGMGRL>  
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
Warning: ORA-16819: fast-
start failover observer not 
 started
orcl_d - (*) Physical 
 standby database  
Warning: ORA-16819: fast-
start failover observer not 
 started
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
WARNING (status updated 29 
 seconds ago)
DGMGRL>

CDB

DGMGRL> enable fast_start 
 failover;
Warning: ORA-16827: 
 Flashback Database is 
 disabled
Enabled in Zero Data Loss 
 Mode.
DGMGRL> show configuration;
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
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  rdscdb_a - Primary 
 database 
    Warning: ORA-16819: 
 fast-start failover 
 observer not started 
    rdscdb_b - (*) Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
WARNING   (status updated 11 
 seconds ago)
DGMGRL>
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FSFO モニタリング用のオブザー
バを起動し、ステータスを確認
します。

FSFO を有効にする前または後
にオブザーバーを起動できま
す。FSFO がすでに有効になっ
ている場合、オブザーバーはた
だちにステータスとプライマリ
およびターゲットのスタンバイ
データベースへの接続の監視を
開始します。FSFO が有効になっ
ていない場合、オブザーバーは 
FSFO が有効になるまで監視を開
始しません。

オブザーバーを起動する
と、show configuration前の
コマンドでわかるように、プラ
イマリ DB 設定がエラーメッセー
ジなしで表示されます。

非 CDB CDB CDB

DGMGRL> start observer;
[W000 
 2022-12-01T06:16:51.271+00:00] 
 FSFO target standby is 
 orcl_d
Observer 'ip-10-0-1-89' 
 started
[W000 
 2022-12-01T06:16:51.352+00:00] 
 Observer trace level is set 
 to USER

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - (*) Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 56 
 seconds ago)
DGMGRL>  

DGMGRL> show observer
Configuration - rds_dg
Primary: orcl_a
Active Target: orcl_d
Observer "ip-10-0-1-89" - 
 Master
Host Name: ip-10-0-1-89
Last Ping to Primary: 1 
 second ago
Last Ping to Target: 1 
 second ago
DGMGRL>
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CDB

DGMGRL> start observer;
Succeeded in opening 
 the observer file 
 "/home/oracle/
fsfo_ip-10-0-1-56.dat".
[W000 
 2023-01-18T07:31:32.589+00:00] 
 FSFO target standby is 
 rdscdb_b
Observer 'ip-10-0-1-56' 
 started
The observer log file 
 is '/home/oracle/
observer_ip-10-0-1-56.log'.

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - (*) Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 12 
 seconds ago)
DGMGRL>  

DGMGRL> show observer;
Configuration - rds_dg 
  Primary:            
 rdscdb_a 
  Active Target:      
 rdscdb_b
Observer "ip-10-0-1-56" - 
 Master 
  Host Name:                 
    ip-10-0-1-56 
  Last Ping to Primary:      
    1 second ago 
  Last Ping to Target:       
    2 seconds ago
DGMGRL>
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タスク 説明 必要なスキル

フェールオーバーを検証しま
す。

このシナリオでは、プライ
マリ EC2 インスタンスを手
動で停止することでフェイル
オーバーテストを実行できま
す。EC2 インスタンスを停止
する前に、tailコマンドを使
用して設定に基づいてオブザー
バーログファイルを監視して
ください。DGMGRLorcl_dを
使用してスタンバイデータ
ベースにユーザーでログイン
しRDS_DATAGUARD、Oracle 
Data Guardのステータスを確認
します。orcl_dそれが新しいプ
ライマリデータベースであるこ
とが表示されるはずです。

注:このフェイルオーバーテスト
シナリオでは、orcl_dは CDB 
以外のデータベースです。

フェイルオーバーする前
に、フラッシュバックデー
タベースは有効になっていま
すorcl_a。MOUNT以前のプラ
イマリデータベースがオンラ
インに戻って元の状態で起動す
ると、オブザーバはそれを新し
いスタンバイデータベースに戻
します。復元されたデータベー
スは、新しいプライマリデータ
ベースの FSFO ターゲットとし
て機能します。詳細はオブザー
バーログで確認できます。

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_d - Primary database
Warning: ORA-16824: multiple 
 warnings, including fast-
start failover-related 
 warnings, detected for the 
 database
orcl_a - (*) Physical 
 standby database (disabled)
ORA-16661: the standby 
 database needs to be 
 reinstated
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
WARNING (status updated 25 
 seconds ago)
DGMGRL>
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タスク 説明 必要なスキル
の出力例を次に示しま
すobserver.log。

$ tail -f /tmp/observer.log
Unable to connect 
 to database using 
 rds_custom_orcl_a
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.589+00:00] 
 Primary database cannot be 
 reached.
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.589+00:00] 
 Fast-Start Failover 
 threshold has expired.
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.590+00:00] 
 Try to connect to the 
 standby.
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.590+00:00] 
 Making a last connection 
 attempt to primary database 
 before proceeding with 
 Fast-Start Failover.
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.591+00:00] 
 Check if the standby is 
 ready for failover.
[S002 
 2023-01-18T07:50:32.591+00:00] 
 Fast-Start Failover 
 started...
2023-01-18T07:50:32.591+00:00
Initiating Fast-Start 
 Failover to database 
 "orcl_d"...
[S002 
 2023-01-18T07:50:32.592+00:00] 
 Initiating Fast-start 
 Failover.
Performing failover NOW, 
 please wait...
Failover succeeded, new 
 primary is "orcl_d"
2023-01-18T07:55:32.101+00:00
[S002 
 2023-01-18T07:55:32.591+00:00] 
 Fast-Start Failover 
 finished...
[W000 
 2023-01-18T07:55:32.591+00:00] 
 Failover succeeded. Restart 
 pinging.
[W000 
 2023-01-18T07:55:32.603+00:00] 
 Primary database has 
 changed to orcl_d.
[W000 
 2023-01-18T07:55:33.618+00:00] 
 Try to connect to the 
 primary.
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[W000 
 2023-01-18T07:55:33.622+00:00] 
 Try to connect to the 
 primary rds_custom_orcl_d.
[W000 
 2023-01-18T07:55:33.634+00:00] 
 The standby orcl_a needs to 
 be reinstated
[W000 
 2023-01-18T07:55:33.654+00:00] 
 Try to connect to the new 
 standby orcl_a.
[W000 
 2023-01-18T07:55:33.654+00:00] 
 Connection to the primary 
 restored!
[W000 
 2023-01-18T07:55:35.654+00:00] 
 Disconnecting from database 
 rds_custom_orcl_d.
[W000 
 2023-01-18T07:55:57.701+00:00] 
 Try to connect to the new 
 standby orcl_a.
ORA-12170: TNS:Connect 
 timeout occurred

Oracle Peoplesoft アプリケーションとデータベース間の接続を設定します。

タスク 説明 必要なスキル

プライマリデータベースでサー
ビスを作成して開始します。

設定にプライマリデータベース
エンドポイントとスタンバイ
データベースエンドポイント
の両方を含む TNS エントリを
使用することで、ロール移行中
にアプリケーション設定が変更
されないようにすることができ
ます。読み取り/書き込みワー
クロードと読み取り専用ワーク
ロードの両方をサポートする 2 
つのロールベースのデータベー
スサービスを定義できます。次
の例では、orcl_rwはプライマ
リデータベースでアクティブに
なっている読み取り/書き込み
サービスです。 orcl_roは読み
取り専用サービスで、読み取り
専用モードで開かれたスタンバ
イデータベースでアクティブに
なります。

SQL> select name,open_mode 
 from v$database;
NAME OPEN_MODE
--------- 
 --------------------
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タスク 説明 必要なスキル
ORCL READ WRITE
SQL> exec 
 dbms_service.create_service('orcl_rw','orcl_rw');
PL/SQL procedure 
 successfully completed.
SQL> exec 
 dbms_service.create_service('orcl_ro','orcl_ro');
PL/SQL procedure 
 successfully completed.

SQL> exec 
 dbms_service.start_service('orcl_rw');
PL/SQL procedure 
 successfully completed.
SQL>

スタンバイデータベースでサー
ビスを開始します。

読み取り専用のスタンバイデー
タベースでサービスを開始す
るには、次のコードを使用しま
す。

SQL> select name,open_mode 
 from v$database;
NAME OPEN_MODE
--------- 
 --------------------
ORCL READ ONLY WITH APPLY
SQL> exec 
 dbms_service.start_service('orcl_ro');
PL/SQL procedure 
 successfully completed.
SQL>
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タスク 説明 必要なスキル

プライマリ DB の再起動時にサー
ビスを自動的に開始します。

再起動時にプライマリデータ
ベースでサービスを自動的に開
始するには、次のコードを使用
します。

SQL> CREATE OR REPLACE 
 TRIGGER TrgDgServices after 
 startup on database
DECLARE
db_role VARCHAR(30);
db_open_mode VARCHAR(30);
BEGIN
SELECT DATABASE_ROLE, 
 OPEN_MODE INTO db_role, 
 db_open_mode FROM V
$DATABASE;
IF db_role = 'PRIMARY' THEN
DBMS_SERV 2 
 ICE.START_SERVICE('orcl_rw');
END IF;
IF db_role = 'PHYSICAL 
 STANDBY' AND db_open_mode 
 LIKE 'READ ONLY%' THEN
DBMS_SERVICE.START_SERVICE('orcl_ro');
END IF;
END;
/  
Trigger created.
SQL> 
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タスク 説明 必要なスキル

読み取り/書き込みデータベース
と読み取り専用データベースを
設定します。

読み取り/書き込み接続と読み
取り専用接続には、次のアプリ
ケーション構成例を使用できま
す。

ORCL_RW = (DESCRIPTION =
(CONNECT_TIMEOUT= 
 120)(RETRY_COUNT=20)
(RETRY_DELAY=3)
(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST=devpsftdb.******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT=1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST=psftread.******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT=1521))
)
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME 
 = orcl_rw))
)
ORCL_RO = (DESCRIPTION =
(CONNECT_TIMEOUT= 
 120)(RETRY_COUNT=20)
(RETRY_DELAY=3)
(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST=devpsftdb.******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT=1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST=psftread.******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT=1521))
)
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME 
 = orcl_ro))
)

DBA

関連リソース
• Amazon RDS Custom for Oracle でのData Guard のCustom for Oracle によるハイアベイラビリティーの

有効化 (AWS テクニカルガイド)
• Amazon RDS を Oracle PeopleSoft データベースとして設定する (AWS ホワイトペーパー)
• オラクル・データ・ガード・ブローカー・ガイド (オラクル・リファレンス・ドキュメント)
• データガードの概念と管理 (Oracle リファレンスドキュメント)
• Oracle Data Guard 固有の FAN および FCF 構成要件 (Oracle リファレンスドキュメント)

ワークロード別のデータベース移行パターン
トピック
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• IBM (p. 672)
• Microsoft (p. 672)
• 該当なし (p. 673)
• オープンソースオープンソースオープンソース (p. 673)
• Oracle (p. 674)
• SAP (p. 675)

IBM
• Precisely からのConnect を使用して VSAM ファイルを Amazon RDS または Amazon MSK に移行およ

びレプリケートします (p. 1343)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上の IBM Db2 から Aurora PostgreSQL 互換に移行

します (p. 1359)
• IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 上の Apache Tomcat への移行 (p. 1851)
• Micro Focus Enterprise ServerとLRS VPSX/MFIを使用して、AWS のメインフレームバッチ印刷ワーク

ロードを最新化します (p. 1951)
• トランスファーファミリーを使用してメインフレームファイルを Amazon S3 に直接移動する (p. 1251)
• 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する (p. 1993)

Microsoft
• リンクされたサーバーを使用して、Amazon EC2 上のマイクロソフト SQL Server からオンプレミスの

マイクロソフト SQL Server テーブルにアクセスする (p. 471)
• Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移行をサ

ポートするために Python アプリケーションと Perl アプリケーションを変更してください (p. 1974)
• AWS 上の SQL Server の常時稼働可用性グループでの読み取り専用ルーティングの設定 (p. 499)
• Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成

する (p. 1244)
• EC2 Windows インスタンスを取り込んで AWS Managed Services アカウントに移行する (p. 1501)
• Microsoft Azure サービスバスから Amazon SQS へのメッセージングキューの移行 (p. 1794)
• AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB 

に移行する (p. 1324)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL Server データベースを Aurora MySQL に移行す

る (p. 1920)
• .NET アプリケーションを Microsoft Azure アプリケーションサービスから AWS Elastic Beanstalk に移

行する (p. 1861)
• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 データベースを Amazon EC2 に移

行します。 (p. 1548)
• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行す

る (p. 1819)
• リンクされたサーバーを使用して、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS 

for SQL Server に移行する (p. 1914)
• ネイティブバックアップと復元方法を使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 

Amazon RDS for SQL Server に移行します (p. 1917)
• AWS DMS を使用して、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行

します。 (p. 1434)
• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 

Amazon Redshift に移行します。 (p. 1437)
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該当なし

• Linux を実行している Amazon EC2 の Microsoft SQL Server に Microsoft SQL Server に移行す
る (p. 1911)

• Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する (p. 1823)
• 分散可用性グループを使用して SQL Server を AWS に移行する (p. 598)
• ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行する (p. 1790)

該当なし
• AWS への再ホスト移行中にファイアウォールリクエストの承認プロセスを作成する (p. 1497)
• 既存Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを暗号化する (p. 534)
• Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストの見積もり (p. 550)
• AWS DMS と Amazon Aurora によるクロスリージョンの災害復旧の実装 (p. 565)

オープンソースオープンソースオープンソース
• pgAdmin の SSH トンネルを使用してConnect します (p. 504)
• Aurora PostgreSQL と互換性のあるアプリケーションユーザーとロールを作成する (p. 1271)
• Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスの暗号化接続を有効にする (p. 529)
• ネイティブツールを使用してオンプレミスの MariaDB データベースを Amazon RDS for MariaDB 用の 

Amazon RDS for MariaDB 用の Amazon RDS for MariaDB (p. 1926)
• オンプレミスの MySQL データベースを Amazon EC2 に移行してください (p. 1552)
• オンプレミスの MySQL データベースを Amazon RDS に移行する (p. 1815)
• オンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL にマイグレーションします。 (p. 1446)
• オンプレミスの PostgreSQL データベースを Aurora PostgreSQL に移行する (p. 1904)
• Auto Scaling による Amazon EC2 上の IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Apache Tomcat 

への移行 (p. 1856)
• AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for Oracle に移行しま

す。 (p. 611)
• オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への移行 (p. 1529)
• pglogical を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL から Amazon RDS for PostgreSQL に移行す

る (p. 1901)
• AWS App2Container を使用してオンプレミスの Java アプリケーションを AWS に移行する (p. 1940)
• Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミスの MySQL データベースを 

Aurora MySQL に移行する (p. 1930)
• Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへ移行 (p. 1310)
• 引数が 100 個を超える Oracle 関数とプロシージャを PostgreSQL に移行する (p. 575)
• Redis ワークロードを AWS 上の Redis エンタープライズクラウドに移行 (p. 1768)
• 暗号化されていないインスタンスの Amazon Aurora をモニタリングする (p. 617)
• RHEL ソースサーバーの再起動後に SELinux を無効にせずに AWS レプリケーションエージェントを自

動的に再起動する (p. 1259)
• Lambda と Secrets Manager を使用して PostgreSQL と Aurora PostgreSQL 用 Amazon RDS のジョブ

をスケジュールする (p. 637)
• GTID を使用して、Amazon RDS for MySQL と Amazon EC2 上の MySQL 間のデータレプリケーション

をセットアップします (p. 646)
• pg_transport を使用して PostgreSQL データベースを移行するには (p. 1617)
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Oracle

Oracle
• リードレプリカを使用して Amazon RDS PeopleSoft カスタムの Oracle に HA を追加します (p. 475)
• Oracle データベースと Aurora PostgreSQL 互換の間のリンクを設定します (p. 1625)
• Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換 (p. 1265)
• PostgreSQL と互換性のある Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレートす

る (p. 1279)
• Aurora PostgreSQL のカスタムエンドポイントを使用して Oracle RAC ワークロードをエミュレートし

ます (p. 525)
• Aurora PostgreSQL のダイナミック SQL ステートメントの匿名ブロックを処理する (p. 552)
• Aurora PostgreSQL 互換の環境でオーバーロードされた Oracle 関数を処理する (p. 558)
• Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して、Amazon RDS for Oracle Amazon RDS から 

PostgreSQL 用 Amazon RDS に段階的に移行します。 (p. 1283)
• Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディングを使用して BLOB ファイルをテキストにロードす

る (p. 1287)
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを AMS を使用する他のアカウントに移行する (p. 579)
• AWS CLI と AWS を使用して、AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle 用 Amazon 

RDS for PostgreSQL に移行します CloudFormation (p. 1297)
• 継続的なレプリケーションを行うには、AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle データベースを

別の AWS アカウントと AWS リージョンに移行します。 (p. 1572)
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを別の VPC に移行します (p. 1583)
• Oracle Data Pume を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 に移行す

る (p. 1538)
• Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースを Amazon OpenSearch サービスに移行しま

す (p. 1881)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for MySQL 

S に移行します。 (p. 1395)
• オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する (p. 1886)
• データベースリンク経由で Oracle データポンプを直接インポートして、オンプレミスの Oracle データ

ベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。 (p. 1670)
• Oracle データポンプを使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移

行する (p. 1894)
• オラクルのバイスタンダーと AWS DMS を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon 

RDS for PostgreSQL に移行する (p. 1398)
• オンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 上の Oracle データベースを Amazon EC2 上の 

Oracle に移行する (p. 1533)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から MariaDB 用の Amazon 

RDS に移行します。 (p. 1388)
• AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行す

る (p. 1877)
• AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する (p. 1337)
• Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for 

Oracle に移行する (p. 1946)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する (p. 1410)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行する (p. 1417)
• AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行する (p. 1340)
• AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する (p. 1799)
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SAP

• オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL にデータを移行する (p. 1424)
• Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for MySQL への移行 (p. 1353)
• マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for 

PostgreSQL に移行する (p. 1370)
• AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL S に移行す

る (p. 1364)
• オラクルを使用して Oracle データベースから Amazon RDS for PostgreSQL に移行する 

GoldenGate (p. 1406)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上の Oracle から MySQL 用の Amazon RDS に移行

します。 (p. 1378)
• スタンバイデータベースを使用して Oracle から PostgreSQL データベースに移行する (p. 605)
• AWS DMS を使用して Oracle から Amazon DocumentDB に移行する (p. 1384)
• Amazon ECS 上の Oracle WebLogic から Apache Tomcat (TomEE) への移行 (p. 1870)
• ファンクションベースのインデックスを Oracle から PostgreSQL に移行する (p. 1314)
• レガシー・アプリケーションをOracle Pro*CからECPGに移行 (p. 1450)
• Oracle CLOB の値を AWS 上の PostgreSQL 内の個々の行に移行する (p. 1665)
• Oracle データベースのエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行す

る (p. 1764)
• オラクル E ビジネススイートを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1680)
• エクステンションを使用して Oracle ネイティブ関数を PostgreSQL に移行する (p. 1318)
• オラクルのアウトバインド変数を PostgreSQL データベースに移行する (p. 585)
• PeopleSoft オラクルを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1741)
• オラクルのROWID機能を AWS 上の PostgreSQL に移行する (p. 1757)
• Oracle のシリアル再利用可能なプラグマパッケージを PostgreSQL に移行する (p. 1305)
• 仮想生成カラムをオラクルから PostgreSQL に移行する (p. 1461)
• Amazon を使用して Oracle GoldenGate ログを監視する CloudWatch (p. 621)
• Oracle データベースエンタープライズエディションを Amazon RDS for Oracle のスタンダードエディ

ション 2 に再プラットフォーム化 (p. 630)
• アクティブなスタンバイデータベースを使用して Amazon RDS Custom で Oracle E-ビジネススイート

の HA/DR アーキテクチャをセットアップします。 (p. 641)
• Aurora PostgreSQL 互換で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする (p. 1465)
• Amazon RDS Custom for PeopleSoft Oracle の移行ロール (p. 649)
• Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL に移行した後にデータベースオブジェクトを検証す

る (p. 1475)

SAP
• Systems Manager を使用して SAP HANA データベースを自動的にバックアップし、 

EventBridge (p. 489)
• オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon EC2 に移行してください (p. 1543)
• AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server に移行する (p. 1430)
• AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換

に移行する (p. 1784)
• 同じホスト名の SAP HSR を使用して SAP HANA を AWS に移行する (p. 590)
• アプリケーション移行サービスを使用して SAP ワークロードを Amazon EC2 上の SAP データベースに

移行する (p. 1506)
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その他のパターン
• Athena による Amazon DynamoDB テーブルへのアクセス、クエリ、結合 (p. 107)
• EC2 インスタンスに AMS アカウントの S3 バケットへの書き込みアクセスを許可する (p. 2656)
• AWS Directory Service を使用してAmazon EC2 でMicrosoft SQL Server を認証します (p. 2344)
• AWS Batch を使用して Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスのバックアップを自動化す

る (p. 218)
• DynamoDB TTL を使用して Amazon S3 に項目を自動的にアーカイブする (p. 2033)
• 暗号化されていない Amazon RDS DB インスタンスとクラスターを自動的に修正する (p. 2377)
• AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して Amazon RDS DB インスタンスを自動的に

停止および起動する (p. 1169)
• Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移行をサ

ポートするために Python アプリケーションと Perl アプリケーションを変更してください (p. 1974)
• Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセスを設定する (p. 733)
• Oracle データベースと Aurora PostgreSQL 互換の間のリンクを設定します (p. 1625)
• EBCDIC から ASCII へのデータの変換とアンパック (p. 2093)
• テラデータノーマライズテンポラルフィーチャーを Amazon Redshift SQL に変換 (p. 20)
• テラデータのリセットタイミング機能を Amazon Redshift SQL に変換 (p. 26)
• Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換 (p. 1265)
• Aurora PostgreSQL と互換性のあるアプリケーションユーザーとロールを作成する (p. 1271)
• Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成

する (p. 1244)
• Kinesis データストリームと AWS CDK の Kinesis Data Firehose を使用して DynamoDB レコードを 

Amazon S3 に配信します (p. 2633)
• プライベート静的 IP を使用して Amazon EC2 に Cassandra クラスターをデプロイすることで、リバラ

ンシングを回避できます。 (p. 986)
• PostgreSQL と互換性のある Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレートす

る (p. 1279)
• Amazon RDS for SQL Server で有効化 (p. 2473)
• Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して、Amazon RDS for Oracle Amazon RDS から 

PostgreSQL 用 Amazon RDS に段階的に移行します。 (p. 1283)
• Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディングを使用して BLOB ファイルをテキストにロードす

る (p. 1287)
• AWS Secrets Manager を使用して認証情報管理 (p. 2521)
• AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB 

に移行する (p. 1324)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL Server データベースを Aurora MySQL に移行す

る (p. 1920)
• セルフホストの MongoDB 環境を AWS クラウド上の MongoDB アトラスに移行する (p. 1865)
• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して Teradata データベースを Amazon Redshift に移行す

る (p. 1440)
• AWS CLI と AWS を使用して、AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle 用 Amazon 

RDS for PostgreSQL に移行します CloudFormation (p. 1297)
• Amazon RDS DB インスタンスを別の VPC またはアカウントに移行する (p. 1580)
• 継続的なレプリケーションを行うには、AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle データベースを

別の AWS アカウントと AWS リージョンに移行します。 (p. 1572)
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを別の VPC に移行します (p. 1583)
• Amazon Redshift クラスターを中国の AWS リージョンに移行する (p. 1586)
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• ネイティブツールを使用してオンプレミスの MariaDB データベースを Amazon RDS for MariaDB 用の 
Amazon RDS for MariaDB 用の Amazon RDS for MariaDB (p. 1926)

• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 データベースを Amazon EC2 に移
行します。 (p. 1548)

• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行す
る (p. 1819)

• リンクされたサーバーを使用して、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS 
for SQL Server に移行する (p. 1914)

• ネイティブバックアップと復元方法を使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 
Amazon RDS for SQL Server に移行します (p. 1917)

• AWS DMS を使用して、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行
します。 (p. 1434)

• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 
Amazon Redshift に移行します。 (p. 1437)

• Linux を実行している Amazon EC2 の Microsoft SQL Server に Microsoft SQL Server に移行す
る (p. 1911)

• オンプレミスの MySQL データベースを Amazon EC2 に移行してください (p. 1552)
• オンプレミスの MySQL データベースを Amazon RDS に移行する (p. 1815)
• オンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL にマイグレーションします。 (p. 1446)
• Oracle Data Pume を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 に移行す

る (p. 1538)
• Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースを Amazon OpenSearch サービスに移行しま

す (p. 1881)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for MySQL 

S に移行します。 (p. 1395)
• オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する (p. 1886)
• データベースリンク経由で Oracle データポンプを直接インポートして、オンプレミスの Oracle データ

ベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。 (p. 1670)
• Oracle データポンプを使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移

行する (p. 1894)
• オラクルのバイスタンダーと AWS DMS を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon 

RDS for PostgreSQL に移行する (p. 1398)
• オンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 上の Oracle データベースを Amazon EC2 上の 

Oracle に移行する (p. 1533)
• オンプレミスの PostgreSQL データベースを Aurora PostgreSQL に移行する (p. 1904)
• オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon EC2 に移行してください (p. 1543)
• オンプレミスの ThoughtSpot Falcon データベースを Amazon Redshift に移行する (p. 1329)
• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミスの Vertica データベースを Amazon 

Redshift に移行します。 (p. 1443)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から MariaDB 用の Amazon 

RDS に移行します。 (p. 1388)
• AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行す

る (p. 1877)
• AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する (p. 1337)
• Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for 

Oracle に移行する (p. 1946)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する (p. 1410)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行する (p. 1417)
• AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行する (p. 1340)

677



AWS 規範的ガイダンス パターン
その他のパターン

• AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する (p. 1799)
• オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL にデータを移行する (p. 1424)
• スターバーストを使用してデータを AWS クラウドに移行する (p. 88)
• Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for MySQL への移行 (p. 1353)
• カウチベースサーバーから AWS 上の Couchbase Capella への移行 (p. 1830)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上の IBM Db2 から Aurora PostgreSQL 互換に移行

します (p. 1359)
• マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for 

PostgreSQL に移行する (p. 1370)
• AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL S に移行す

る (p. 1364)
• オラクルを使用して Oracle データベースから Amazon RDS for PostgreSQL に移行する 

GoldenGate (p. 1406)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上の Oracle から MySQL 用の Amazon RDS に移行

します。 (p. 1378)
• AWS DMS を使用して Oracle から Amazon DocumentDB に移行する (p. 1384)
• pglogical を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL から Amazon RDS for PostgreSQL に移行す

る (p. 1901)
• AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server に移行する (p. 1430)
• ファンクションベースのインデックスを Oracle から PostgreSQL に移行する (p. 1314)
• レガシー・アプリケーションをOracle Pro*CからECPGに移行 (p. 1450)
• Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミスの MySQL データベースを 

Aurora MySQL に移行する (p. 1930)
• Oracle ビジネスインテリジェンス 12c をオンプレミスサーバーから AWS クラウドに移行 (p. 66)
• Oracle CLOB の値を AWS 上の PostgreSQL 内の個々の行に移行する (p. 1665)
• Oracle データベースのエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行す

る (p. 1764)
• オラクル E ビジネススイートを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1680)
• Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへ移行 (p. 1310)
• エクステンションを使用して Oracle ネイティブ関数を PostgreSQL に移行する (p. 1318)
• PeopleSoft オラクルを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1741)
• オラクルのROWID機能を AWS 上の PostgreSQL に移行する (p. 1757)
• Oracle のシリアル再利用可能なプラグマパッケージを PostgreSQL に移行する (p. 1305)
• Redis ワークロードを AWS 上の Redis エンタープライズクラウドに移行 (p. 1768)
• AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換

に移行する (p. 1784)
• アプリケーション移行サービスを使用して SAP ワークロードを Amazon EC2 上の SAP データベースに

移行する (p. 1506)
• 仮想生成カラムをオラクルから PostgreSQL に移行する (p. 1461)
• Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化を監視する (p. 2529)
• ElastiCache セキュリティグループのクラスターを監視 (p. 2537)
• コンテナを再起動せずにデータベースの認証情報を更新する (p. 376)
• AWS Fargate を使用してメッセージ主導型のワークロードを大規模に実行 (p. 395)
• AWS PeopleSoft に高可用性アーキテクチャをセットアップ (p. 145)
• Aurora PostgreSQL 互換で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする (p. 1465)
• 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する (p. 1993)
• pg_transport を使用して PostgreSQL データベースを移行するには (p. 1617)
• CloudEndure オンプレミスデータベースのディザスタリカバリに使用 (p. 2736)
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• Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL に移行した後にデータベースオブジェクトを検証す
る (p. 1475)

• 新しい Amazon Redshift クラスターが VPC で起動することを確認する (p. 2608)
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• オープンソースツールを使用して SAP システムを自動的にインストール (p. 681)
• AWS CDK を使用して AWS Service Catalog ポートフォリオと製品デプロイを自動化する (p. 688)
• CodeBuild とイベントを使用して、から Amazon S3 CodeCommit CloudWatch へのイベント駆動型

バックアップを自動化 (p. 700)
• Amazon S3 への静的ウェブサイトデプロイを自動化 (p. 705)
• クラウドカストディアンと AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS 管理ポリシーを EC2 

インスタンスプロファイルに自動的にアタッチします。 (p. 710)
• AWS CDK を使用して、マイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動

的に構築します (p. 719)
• AWS、AWS、および AWS CodeCommit Device Farm を使用して CodePipeline iOS アプリケーショ

ンを構築してテストする (p. 727)
• cdk-nag ルールパックを使用して、AWS CDK CloudFormation アプリケーションまたはテンプレート

でベストプラクティスを確認してください (p. 731)
• Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセスを設定する (p. 733)
• Amazon EKS で実行されるアプリケーションの相互 TLS 認証を設定する (p. 745)
• Firelens ログルーターを使用して Amazon ECS 用のカスタムログパーサーを作成する (p. 752)
• HashiCorp Packer CodePipeline を使用してパイプラインと AMI を作成する (p. 757)
• を使用してパイプラインを作成し、アーティファクト更新をオンプレミスの EC2 インスタンスにデプ

ロイします。 CodePipeline (p. 762)
• Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインを自動的に作成 (p. 768)
• Java マイクロサービスの CI/CD パイプラインを Amazon ECS にデプロイします。 (p. 777)
• AWS CodeCommit と AWS CodePipeline を使用して複数の AWS アカウントに CI/CD パイプラインを

デプロイする (p. 782)
• AWS ネットワークファイアウォールと AWS Transit Gateway を使用してファイアウォールをデプロ

イする (p. 786)
• AWS CodePipeline CI/CD パイプラインを使用して AWS Glue ジョブをデプロイする (p. 795)
• EC2 インスタンスプロファイルを使用して AWS Cloud9 から Amazon EKS クラスターをデプロイし

ます。 (p. 798)
• AWS、AWS、AWS を使用して複数の AWS CodePipeline リージョンにコードをデプロイする 

CodeCommit CodeBuild (p. 805)
• AWS Organizations 内の組織全体から AWS バックアップレポートを CSV ファイルとしてエクスポー

トする (p. 813)
• Amazon EC2 インスタンスのリストのタグを CSV ファイルにエクスポートする (p. 818)
• Troposphere を使用して AWS Config 管理ルールを含む AWS CloudFormation テンプレートを生成し

ます。 (p. 822)
• SageMaker ノートブックインスタンスに別の AWS CodeCommit アカウントのリポジトリへの一時的

なアクセスを許可する (p. 826)
• 変更を自動的に検出し、 CodePipeline モノレポのさまざまなパイプラインを開始します 

CodeCommit (p. 832)
• AWS を使用して Bitbucket リポジトリを AWS Amplify と統合する CloudFormation (p. 838)
• Step Functions と Lambda プロキシ関数を使用して AWS CodeBuild アカウント全体でプロジェクトを

開始する (p. 843)
• AWS CloudFormation と AWS Config を使用して Amazon ECR リポジトリのワイルドカードアクセス

権限を監視する (p. 850)
• AWS CodeCommit イベントからカスタムアクションを実行する (p. 854)
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• Amazon CloudWatch メトリックスを CSV ファイルに公開する (p. 857)
• pytest フレームワークを使用して AWS Glue で Python ETL ジョブのユニットテストを実行す

る (p. 860)
• Amazon S3 に Helm v3 チャートリポジトリをセットアップする (p. 869)
• AWS CodePipeline と AWS CDK を使用して CI/CD パイプラインをセットアップする (p. 875)
• 証明書マネージャーと Let's Encrypt を使用して Amazon EKS end-to-end 上のアプリケーションの暗

号化を設定します (p. 883)
• カスタムリソースを使用して複数のメールエンドポイントを SNS トピックに登録する (p. 891)
• インフラストラクチャーコードのテスト駆動開発には Serverspec を使用してください (p. 894)
• AWS のサードパーティ Git ソースリポジトリを使用する CodePipeline (p. 900)
• AWS を使用して Terraform 構成を検証するための CI/CD パイプラインを作成する 

CodePipeline (p. 906)
• その他のパターン (p. 916)

オープンソースツールを使用して SAP システムを
自動的にインストール

作成者:ギリェルメ・セスターハイム (AWS)

コードリポジトリ:

• メインリポジトリ

環境:プロダクション テクノロジー: DevOps

ワークロード:SAP AWS サービス:Amazon 
EC2、Amazon S3

概要
このパターンは、オープンソースツールを使用して次のリソースを作成することにより、SAP システムの
インストールを自動化する方法を示しています。

• SAP S/4HANA 1909 データベース
• SAP ABAP セントラルサービス (ASCS) インスタンス
• SAP プライマリアプリケーションサーバ (PAS) インスタンス

HashiCorp Terraform は SAP システムのインフラストラクチャを作成し、Ansible はオペレーティングシ
ステム (OS) を設定して SAP アプリケーションをインストールします。Jenkins がインストールを実行し
ます。

この設定により、SAP システムのインストールが繰り返し可能なプロセスになり、導入の効率と品質が向
上します。

注:このパターンで提供されるサンプルコードは、高可用性 (HA) システムと非 HA システムの両方で機能
します。

前提条件と制限
前提条件
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• アクティブな AWS アカウント
• すべての SAP メディアファイルを含む Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
• アクセスキーとシークレットキーを持ち、以下の権限を持つ AWS Identity and Access Management 

(IAM) プリンシパル。
• 読み取り専用権限:Amazon Route 53、AWS Key Management Service (AWS KMS)
• 読み取り/書き込み権限:Amazon S3、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Elastic 

File System (Amazon EFS)、IAM、Amazon Amazon CloudWatch、Amazon DynamoDB
• Route 53 プライベートホストゾーン
• Amazon Marketplace の Red Hat Enterprise Linux for SAP と HA およびアップデートサービス 8.2

Amazon マシンイメージ (AMI) のサブスクリプション
• AWS KMS カスタマー管理キー
• Secure Shell (SSH) key pair
• Jenkins をインストールしたホスト名からポート 22 で SSH 接続できる Amazon EC2 セキュリティグ

ループ (ホスト名はおそらく localhost)
• HashiCorp Vagrantのインストールと構成によるもの
• VirtualBoxOracleによるインストールと構成
• Git、テラフォーム、Ansible、Jenkins に精通していること

機能制限

• この特定のシナリオで完全にテストされているのは、SAP S/4HANA 1909だけです。このパターンのサ
ンプルの Ansible コードは、SAP HANA の別のバージョンを使用する場合は変更が必要です。

• このパターンのサンプル手順は、Mac OS と Linux オペレーティングシステムで機能します。一部のコ
マンドは UNIX ベースの端末でのみ実行できます。ただし、別のコマンドと Windows OS を使用して
も、同様の結果が得られます。

製品バージョン

• サップ S/4 ハナ 1909
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2 またはそれ以降のバージョン

アーキテクチャ
次の図は、オープンソースツールを使用して AWS アカウントへの SAP システムのインストールを自動化
するワークフローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Jenkins は、Terraform と Ansible コードを実行して SAP システムインストールの実行をオーケスト
レーションします。

2. Terraform コードは SAP システムのインフラストラクチャを構築します。
3. Ansible コードは OS を設定し、SAP アプリケーションをインストールします。
4. 定義された前提条件をすべて含む SAP S/4HANA 1909 データベース、ASCS インスタンス、および 

PAS インスタンスが Amazon EC2 インスタンスにインストールされます。

注:このパターンの設定例では、AWS アカウントに Amazon S3 バケットが自動的に作成され、Terraform 
ステートファイルが保存されます。

テクノロジースタック
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Tools

• Terraform
• Ansible
• Jenkins
• SAP S/4HANA 1909 データベース
• SAP ASCS インスタンス
• SAP PAS インスタンス
• Amazon EC2 

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。仮想サーバーは必要な数だけ起動でき、すばやくスケールアップまた
はスケールダウンできます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御すること
で、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データを保護するための暗号化キーを作成および制御
するのに役立ちます。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリッ
トがあります。

その他のツール

• HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニ
ングおよび管理するのに役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。

• Ansible は、アプリケーション、構成、IT インフラストラクチャの自動化に役立つオープンソースの
コードとしての構成 (CaC) ツールです。

• Jenkins は、デベロッパーがソフトウェアを構築、テスト、デプロイできるようにするオープンソース
のオートメーションサーバーです。

Code

このパターンのコードは GitHub aws-install-sap-with-jenkins-ansible リポジトリにあります。

叙事詩
前提条件を構成する

タスク 説明 必要なスキル

SAP メディアファイルを 
Amazon S3 バケットに追加しま
す。

すべての SAP メディアファイル
を含む Amazon S3 バケットを作
成します。

重要:起動ウィザードのドキュメ
ントにある S/4HANA の AWS 起
動ウィザードのフォルダ階層に
必ず従ってください。

クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

インストール VirtualBox。 Oracle VirtualBoxによるインス
トールと設定。

DevOps エンジニア

Vagrantをインストールします。 でVagrantをインストールして設
定します HashiCorp。

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

AWS アカウントを設定します。 1. アクセスキーとシークレット
キーを持つ IAM プリンシパル
があり、そのプリンシパルに
次の権限があることを確認し
ます。
• 読み取り専用権限:Amazon 

Route 53、AWS Key 
Management Service (AWS 
KMS)

• 読み取り/書き込み権
限:Amazon S3、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
Elastic File System (Amazon 
EFS)、IAM、Amazon 
Amazon 
CloudWatch、Amazon 
DynamoDB

2. 後で参照できるように、IAM 
プリンシパルのアクセスキー
とシークレットキーを保存し
ます。

3. Route 53 プライベートホスト
ゾーンをまだ作成していない
場合は、作成します。後で参
照できるようにゾーン名 (たと
えば、sapteam.net) を保存し
ます。

4. Amazon Marketplace で Red 
Hat Enterprise Linux for SAP 
と HA およびアップデート
サービス 8.2 AMI を購読し
てください。後で参照で
きるように AMI ID (たとえ
ば、ami-0000000) を保存しま
す。

5. AWS KMS カスタマー管理
キーを作成します。KMS キー
の Amazon リソースネーム 
(ARN) を保存し、後で参照で
きるようにします。

注:以下は AWS KMS カスタ
マーマネージドキー ARN の
例です。arn: aws: kms: us-
east-1:123412341234: key/
uuid

6. SSH key pair を作成します。
後で参照できるように、キー
ペアの名前と.pem ファイルを
保存します。

7. Jenkins をインストールした
ホスト名からポート 22 での 

一般的な AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
SSH 接続を許可する Amazon 
EC2 セキュリティグループを
作成します。後で参照できる
ようにセキュリティグループ 
ID を保存します。

注:ホスト名はおそらく
localhost です。

SAP インストールを構築して実行する

タスク 説明 必要なスキル

GitHubからコードリポジトリを
クローンします。

に aws-install-sap-with-jenkins-
ansible リポジトリのクローンを
作成します GitHub。

DevOps エンジニア

を Jenkins サービスを開始しま
す。

Linux ターミナルを開きます。
次に、複製されたコードリポジ
トリフォルダーを含むローカル
フォルダーに移動し、次のコマ
ンドを実行します。

sudo vagrant up

注:Jenkins の起動には約 20 分
かかります。コマンドが成功
すると、「Service is up and 
Running」というメッセージが返
されます。

DevOps エンジニア

ウェブブラウザで Jenkins を開
き、ログインします。

1. Web ブラウザで、http://
localhost:5555 と入力します。
を Jenkins で開きます。

2. ユーザー名には admin、
パスワードには
my_secret_pass_from_vault を
使用して Jenkins にログイン
します。

DevOps エンジニア

SAP システムのインストールパ
ラメータを設定します。

1. Jenkins で、「ジェンキンスの
管理」を選択します。次に、
[認証情報の管理] を選択しま
す。設定可能な認証情報変数
のリストが表示されます。

2. 以下の認証情報変数をすべて
設定します。

• AWSS_ACCOUNT_CREDENTIALS
には、IAM プリンシパルのア
クセスキー ID とシークレッ
トアクセスキー ID を入力しま
す。

AWS システム管理者、 DevOps 
エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• AMI_ID には、高可用性を備え

た SAP 用 Red Hat Enterprise 
Linux と Update Services 8.2 
AMI の AMI ID を入力します。

• KMS_KEY_ARN には、AWS 
KMS カスタマー管理キーの 
ARN を入力します。

• SSH_KEYPAIR_NAME に
は、.pem ファイルタイプを入
力せずに SSH キーペアの名前
を入力します。

• SSH_KEYPAIR_FILE に
は、キーペアの.pem ファイ
ルのフルネーム (たとえば
mykeypair.pem) を入力しま
す。キーペアの.pem ファイル
も Jenkins にアップロードして
ください。

• S3_ROOT_FOLDER_INSTALL_FILES 
には、SAP メディアファイル
を含む Amazon S3 バケットの
名前と、該当する場合はフォ
ルダ (s3://my-media-bucket/
S4H1909 など) を入力しま
す。

• PRIVATE_DNS_ZONE_NAME
には、Route 53 プライベート
ホストゾーンの名前 (たとえ
ば、myprivatecompanyurl.net) 
を入力します。

• VPC_ID には、SAP リソー
スを作成している Amazon
VPC の VPC ID (たとえ
ば、vpc-12345) を入力しま
す。

• テスト環境で作業している場
合は、(future の HA 機能のた
めに) SUBNET_IDS に 2 つの
パブリックサブネット ID を
入力します。実稼働環境で作
業している場合は、要塞ホス
トで 2 つのプライベートサブ
ネットを使用するのがベスト
プラクティスです。

• SECURITY_GROUP_ID に
は、Jenkins をインストールし
たホスト名からポート 22 での 
SSH 接続を許可する Amazon 
EC2 セキュリティグループの 
ID を入力します。
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
注:その他の必須ではないパラ
メータは、ユースケースに応じ
て必要に応じて設定できます。
たとえば、インスタンスの SAP 
システム ID (SID)、デフォルトの
パスワード、名前、SAP システ
ムのタグを変更できます。 すべ
ての必須変数には、名前の先頭
に (Required) が付いています。

SAP システムインストールを実
行します。

1. ジェンキンスでは、ジェンキ
ンスホームを選択します。次
に、SAP HANA+ASCS+PAS 
3 インスタンスを選択しま
す。

2. 「スピンアップしてインス
トール」を選択します。次
に、「メイン」を選択しま
す。

3. 「今すぐビルド」を選択しま
す。

パイプラインのステップについ
ては、AWS ブログの「オープン
ソースツールによる SAP インス
トールの自動化」の「パイプラ
インステップの理解」セクショ
ンを参照してください。

注:エラーが発生した場合は、表
示される赤いエラーボックスの
上にカーソルを移動し、[ログ] 
を選択します。エラーが発生し
たパイプラインステップのログ
が表示されます。ほとんどのエ
ラーは、パラメータ設定が正し
くないために発生します。

DevOps エンジニア、AWS シス
テム管理者

関連リソース
• DevOps SAP 用 — SAP インストール:2 か月から 2 時間 (DevOps エンタープライズサミットビデオラ

イブラリ)

AWS CDK を使用して AWS Service Catalog ポート
フォリオと製品デプロイを自動化する

サンディープ・ガワンデ (AWS) とラジニーシュ・チャギ (AWS) によって作成されました
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

コードリポジトリ:

• aws-cdk-servicecatalog-
automation

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; インフラ
ストラクチャ; 管理とガバナンス

ワークロード:オープンソース AWS サービス:AWS Service 
Catalog; AWS CDK

概要
AWS Service Catalog を使用すると、組織の AWS 環境での使用が承認された IT サービスまたは製品の
カタログを一元管理できます。製品のコレクションはポートフォリオと呼ばれ、ポートフォリオには構成
情報も含まれます。AWS Service Catalog では、組織内のユーザータイプごとにカスタマイズされたポー
トフォリオを作成し、適切なポートフォリオへのアクセスを許可できます。これらのユーザーは、ポート
フォリオ内から必要な製品をすばやく展開できます。

マルチリージョンアーキテクチャやマルチアカウントアーキテクチャなどの複雑なネットワークインフラ
ストラクチャを使用している場合は、Service Catalog ポートフォリオを単一の中央アカウントで作成お
よび管理することをお勧めします。このパターンでは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用
して中央アカウントでのService Catalog ポートフォリオの作成を自動化し、エンドユーザーにそのポー
トフォリオへのアクセスを許可し、オプションで 1 つ以上のターゲット AWS アカウントで製品をプロビ
ジョニングする方法について説明します。 ready-to-use このソリューションでは、ソースアカウントに
Service Catalog ポートフォリオを作成します。また、オプションで AWS CloudFormation スタックを使用
してターゲットアカウントに製品をプロビジョニングし、 TagOptions 製品の設定にも役立ちます。

• AWS CloudFormation StackSets — StackSets を使用して、複数の AWS リージョンとアカウントで
Service Catalog 製品を起動できます。このソリューションでは、このソリューションを展開するとき
に製品を自動的にプロビジョニングするオプションがあります。詳細については、「AWS の使用」 
CloudFormation StackSets (Service Catalog 文書) と「StackSets 概念 (CloudFormation 文書)」を参照し
てください。

• TagOption ライブラリ — TagOption ライブラリを使用して、プロビジョニングされた製品のタグを
管理できます。A TagOptionは AWS Service Catalog で管理されるキーと値のペアです。これは AWS 
のタグではありませんが、に基づいて AWS タグを作成するためのテンプレートとして機能します 
TagOption。詳細については、TagOption ライブラリ (Service Catalog ドキュメント) を参照してくださ
い。

前提条件と制限
前提条件

• Service Catalog ポートフォリオを管理するためのソースアカウントとして使用するアクティブな AWS 
アカウント。

• このソリューションを使用して 1 つ以上のターゲットアカウントに製品をプロビジョニングする場合、
ターゲットアカウントがすでに存在し、アクティブになっている必要があります。

• AWS Identity and Access Management (IAM) で、AWS Service Catalog Identity and Access 
Management (IAM) のアクセス許可を AWS CloudFormation Identity and Access Management (IAM) で
使用して

製品バージョン

• AWS CDK バージョン 2.27.0
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• 一元化された AWS アカウントのService Catalog ポートフォリオ
• ターゲットアカウントにデプロイされたService Catalog 製品

ターゲットアーキテクチャ

1. ポートフォリオ (またはソース) アカウントで、config.json ファイルを AWS アカウント、AWS リー
ジョン、IAM ロール、ポートフォリオ、およびユースケースの製品情報で更新します。

2. AWS CDK アプリケーションをデプロイします。
3. AWS CDK アプリケーションはデプロイ IAM の役割を引き受け、config.json ファイルで定義された

Service Catalog ポートフォリオと製品を作成します。

StackSets ターゲットアカウントに製品をデプロイするように設定した場合、プロセスは続行されま
す。 StackSets 製品をプロビジョニングするように設定しなかった場合、プロセスは完了です。

4. AWS CDK StackSet アプリケーションは管理者ロールを引き受け、config.json ファイルで定義した 
AWS CloudFormation スタックセットをデプロイします。

5. ターゲットアカウントで、 StackSets StackSet 実行ロールを引き継ぎ、製品をプロビジョニングしま
す。

Tools
AWS サービス

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

• AWS CDK Toolkit は、AWS CDK アプリケーションの操作に役立つコマンドラインクラウド開発キット
です。

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御して、AWS 
リソースへのアクセスを安全にコントロールするのに役立ちます。

• AWS Service Catalog は、AWS が承認された IT サービスのカタログを一元管理するのに役立ちます。
エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばや
くデプロイできます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub、aws-cdk-servicecatalog-automationリポジトリにあります。コードリポ
ジトリには、次のファイルとフォルダが含まれています。

• cdk-sevicecatalog-app— このフォルダには、このソリューションの AWS CDK アプリケーションが含ま
れています。

• config — このフォルダーには、Service Catalog ポートフォリオに製品をデプロイするための config.json
CloudFormation ファイルとテンプレートが含まれています。

• config/config.json — このファイルには、すべての設定情報が含まれています。このファイルを更新し
て、このソリューションをユースケースに合わせてカスタマイズします。
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ベストプラクティス

• config/templates — このフォルダには、 CloudFormation サービスセンター製品のテンプレートが含まれ
ています。

• setup.sh — このスクリプトはソリューションをデプロイします。
• uninstall.sh — このスクリプトは、このソリューションをデプロイする際に作成されたスタックとすべて

の AWS リソースを削除します。

サンプルコードを使用するには、エピックセクションの指示に従ってください (p. 691)。

ベストプラクティス
• このソリューションのデプロイに使用する IAM ロールは、最小権限の原則に従う必要があります (IAM 

ドキュメント)。
• AWS CDK を使用してクラウドアプリケーションを開発するためのベストプラクティスを順守してくだ

さい (AWS ブログ記事)。
• AWS CloudFormation のベストプラクティス (CloudFormation 文書) を順守してください。

叙事詩
環境のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK ツールキットをインス
トールします。

AWS CDK Toolkit がインストー
ルされていることを確認しま
す。次のコマンドを入力して、
インストールされていることを
確認し、バージョンを確認しま
す。 

cdk --version

AWS CDK Toolkit がインストー
ルされていない場合は、次のコ
マンドを入力してインストール
します。

npm install -g aws-
cdk@2.27.0

AWS CDK Toolkit のバージョン
が 2.27.0 より前の場合は、次の
コマンドを入力してバージョン 
2.27.0 に更新します。

npm install -g aws-
cdk@2.27.0 --force

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

リポジトリをクローンします。 次の コマンドを入力しま
す。「追加情報 (p. 699)」セク
ションの「リポジトリのクロー
ニング」で、リポジトリの URL 

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
を含むコマンド全体をコピー
できます。これにより、aws-
cdk-servicecatalog-automation
GitHubリポジトリがから複製さ
れます。

git clone <repository-
URL>.git

これにより、cd aws-
cdk-servicecatalog-
automationターゲットディ
レクトリにフォルダーが作成さ
れます。次のコマンドを入力し
て、このフォルダーに移動しま
す。

cd aws-cdk-servicecatalog-
automation

AWS 認証情報を設定します。 以下のコマンドを入力します。
これらは、スタックをデプロイ
する AWS アカウントとリージョ
ンを定義する次の変数をエクス
ポートします。

export 
 CDK_DEFAULT_ACCOUNT=<12-
digit AWS account number>

export 
 CDK_DEFAULT_REGION=<AWS 
 Region>

AWS CDK の AWS 認証情報は、
環境変数を通じて提供されま
す。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

エンドユーザーの IAM ロールの
権限を設定します。

IAM ロールを使用してポー
トフォリオとその中の製
品へのアクセスを許可す
る場合、そのロールには
servicecatalog.amazonaws.com
サービスプリンシパルが引き継
ぐ権限が必要です。これらの権
限を付与する方法については、
「Service Catalog による信頼で
きるアクセスの有効化」(AWS 
Organizations ドキュメント) を
参照してください。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア
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https://github.com/aws-samples/aws-cdk-servicecatalog-automation
https://github.com/aws-samples/aws-cdk-servicecatalog-automation
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/services-that-can-integrate-servicecatalog.html#integrate-enable-ta-servicecatalog
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/services-that-can-integrate-servicecatalog.html#integrate-enable-ta-servicecatalog


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

に必要な IAM ロールを設定しま
す StackSets。

StackSets を使用してターゲット
アカウントで製品を自動的にプ
ロビジョニングする場合は、ス
タックセットを管理および実行
する IAM ロールを設定する必要
があります。

1. ソースアカウント
で、AWSCloudFormationStackSetAdministrationRoleが
既に存在しているかどうかを
確認します。対象アカウント
に、AWSCloudFormationStackSetExecutionRole既
に存在するかどうかを確認し
ます。これらのロールが既に
ある場合、次のエピックにス
キップできます。

2. 「自己管理権限の付与」(IAM 
ドキュメント) の指示に従っ
て、ポートフォリオアカウン
トにスタックセット管理ロー
ルを作成し、各ターゲットア
カウントに実行ロールを作成
します。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

ソリューションをカスタマイズしてデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
作成します。

config/templatesこのフォ
ルダーで、 CloudFormation 
ポートフォリオに含めたい商
品のテンプレートを作成しま
す。詳細については、「AWS 
CloudFormation テンプレートの
使用 (CloudFormation ドキュメ
ント)」を参照してください。

アプリ開発者、AWS DevOps、 
DevOps エンジニア

設定ファイルをカスタマイズし
ます。

configフォルダーで config.json
ファイルを開き、ユースケース
に合わせてパラメーターを定義
します。特に明記されていない
限り、以下のパラメータは必須
です。

• portfoliosセクションで
は、次のパラメータを定義し
て、1 つ以上のService Catalog 
ポートフォリオを作成しま
す。
• portfolioName— ポート

フォリオの名前。
• providerName— ポート

フォリオを管理する個人、

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア、AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-prereqs-self-managed.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
チーム、または組織の名
前。

• description— ポートフォ
リオの簡単な説明。

• roles— (オプション) こ
のポートフォリオへのアク
セス権が必要な IAM ロー
ルの名前。このロールを持
つユーザーは、このポート
フォリオの製品にアクセス
できます。

• users— (オプション) こ
のポートフォリオとその製
品にアクセスできるはずの 
IAM ユーザーの名前。

• groups— (オプション) こ
のポートフォリオとその製
品へのアクセス権が必要な 
IAM ユーザーグループの名
前。

重
要:rolesusers、、groupsお
よびはすべてオプションのパ
ラメータですが、これらの
パラメータのいずれかを定義
しないと、Service Catalog 
コンソールでポートフォリ
オ製品を表示できません。
これらのパラメータを少な
くとも 1 つ定義します。詳
細については、「Service 
Catalog（Service Catalog）
エンドユーザーへの権限の付
与」（サービスカタログ）を
参照してください。

• (オプション)tagOption セク
ションで、 TagOptions 製品ご
とに次のように定義します。
• key— TagOption キーの名

前
• value— 指定できる文字列

値 TagOption

詳細については、TagOption ラ
イブラリ (Service Catalog ド
キュメント) を参照してくださ
い。

• productsセクションでは、製
品の次のパラメータを定義し
ます。
• portfolioName— 製品

を追加するポートフォリオ
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https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/getstarted-iamenduser.html
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https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/getstarted-iamenduser.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/tagoptions.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/tagoptions.html
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タスク 説明 必要なスキル
の名前。指定できるポート
フォリオは 1 つだけです。

• productName— 製品の名
前。

• owner— 製品の所有者。
• productVersionName— 

文字列値での製品バージョ
ンの名前（など）v1。

• templatePath— 
CloudFormation 製品のテン
プレートのファイルパス。

• deployWithStackSets— 
(オプション) StackSets ポー
トフォリオ内の製品を自動
的にプロビジョニングする
ために使用するアカウント
と地域を 1 つ以上指定しま
す。このデプロイオプショ
ンを使用する場合、このセ
クションの次のパラメータ
はすべて必須です。
• accounts— ターゲット

アカウント。
• regions— 対象地域。
• stackSetAdministrationRoleName— 

StackSets 設定の管理に使
用される IAM ロールの名
前。この値を変更しない
でください。このロール
にはこの正確な名前が必
要です。

• stackSetExecutionRoleName— 
スタックインスタンスを
デプロイするターゲット
アカウントの IAM ロー
ルの名前。この値を変更
しないでください。この
ロールにはこの正確な名
前が必要です。

完成した設定ファイルの例につ
いては、「追加情報 (p. 699)」
セクションの「サンプル設定
ファイル」を参照してくださ
い。
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タスク 説明 必要なスキル

ソリューションをデプロイしま
す。

次の コマンドを入力します。こ
れにより、AWS CDK アプリが
デプロイされ、config.json ファ
イルで指定されているように
Service Catalog のポートフォリ
オと製品がプロビジョニングさ
れます。

sh +x setup.sh

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア、AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル

デプロイを確認します。 以下を実行して、デプロイが成
功したことを確認します。

1. 設定ファイルで定義した 1 つ
以上のポートフォリオにア
クセスできる認証情報を使用
して AWS マネジメントコン
ソールにサインインします。

2. https:// 
console.aws.amazon.com/ 
servicecatalog/ でService 
Catalog コンソールを開きま
す。 

3. ナビゲーション・ペインの
「プロビジョニング」で、
「製品」を選択します。ポー
トフォリオに指定した製品の
リストが表示されていること
を確認します。

4. 「製品の起動 (Service Catalog 
のドキュメント)」の指示に
従って、使用可能な製品の 
1 つを起動します。使用可能
な製品バージョンとタグが、
設定ファイルに入力した値と
一致していることを確認しま
す。

5. を使用して1つ以上のター
ゲットアカウントに製品を
自動的にプロビジョニング
することを選択した場合は 
StackSets、次の操作を行いま
す。
a. いずれかのターゲットアカ

ウントでプロビジョニング
された製品を表示する権限
を付与する認証情報を使用
してサインインします。

b. サービスカタログ（Service 
Catalog）コンソールのナビ
ゲーションペインの［プロ
ビジョニング］で、［プロ
ビジョニング済み製品］を
選択します。

c. 期待の商品がリストに表示
されていることを確認しま
す。

一般的な AWS
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https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

(オプション) ポートフォリオと製
品を更新します。

このソリューションを使用して
ポートフォリオや製品を更新し
たり、新製品をプロビジョニン
グしたりする場合は、

1. config.json ファイルで必要な
変更を行います。

2. CloudFormation config/
template必要に応じてフォ
ルダ内のテンプレートを追加
または変更します。

3. ソリューションを再デプロイ
します。

たとえば、ポートフォリオ
を追加したり、リソースをプ
ロビジョニングしたりできま
す。AWS CDK アプリは変更のみ
を実装します。以前に導入した
ポートフォリオや製品に変更が
なければ、再展開しても影響は
ありません。

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア、ジェネラル AWS

ソリューションをクリーンアップします。

タスク 説明 必要なスキル

(オプション) このソリューション
によってデプロイされた AWS リ
ソースを削除します。

プロビジョニング済み製品を削
除する場合は、「プロビジョニ
ング済み製品の削除」（Service 
Catalog ドキュメント）の指示に
従ってください。

このソリューションで作成され
たリソースをすべて削除する場
合は、次のコマンドを入力しま
す。

sh uninstall.sh

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア、アプリ開発者

関連リソース
• AWS Service Catalog 構成ライブラリ (AWS API リファレンス)
• StackSets コンセプト (CloudFormation ドキュメンテーション)
• AWS Service Catalog (AWS マーケティング)
• AWS CDK でのService Catalog の使用 (AWS ワークショップ)
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追加情報
追加情報

リポジトリをクローンする

次のコマンドを入力して、 GitHubリポジトリをクローンします。

git clone https://github.com/aws-samples/aws-cdk-servicecatalog-automation.git

サンプル設定ファイル

次に、サンプル値を含む config.json ファイルのサンプルを示します。

{ 
    "portfolios": [ 
        { 
            "displayName": "EC2 Product Portfolio", 
            "providerName": "User1", 
            "description": "Test1", 
            "roles": [ 
                "<Names of IAM roles that can access the products>" 
            ], 
            "users": [ 
                "<Names of IAM users who can access the products>" 
            ], 
            "groups": [ 
                "<Names of IAM user groups that can access the products>" 
            ] 
        }, 
        { 
            "displayName": "Autoscaling Product Portfolio", 
            "providerName": "User2", 
            "description": "Test2", 
            "roles": [ 
                "<Name of IAM role>" 
            ] 
        } 
    ], 
    "tagOption": [ 
        { 
            "key": "Group", 
            "value": [ 
                "finance", 
                "engineering", 
                "marketing", 
                "research" 
            ] 
        }, 
        { 
            "key": "CostCenter", 
            "value": [ 
                "01", 
                "02", 
                "03", 
                "04" 
            ] 
        }, 
        { 
            "key": "Environment", 
            "value": [ 
                "dev", 
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AWS から Amazon S3 CodeCommit 

へのバックアップを自動化する

                "prod", 
                "stage" 
            ] 
        } 
    ], 
    "products": [ 
        { 
            "portfolioName": "EC2 Product Profile", 
            "productName": "Ec2", 
            "owner": "owner1", 
            "productVersionName": "v1", 
            "templatePath": "../../config/templates/template1.json" 
        }, 
        { 
            "portfolioName": "Autoscaling Product Profile", 
            "productName": "autoscaling", 
            "owner": "owner1", 
            "productVersionName": "v1", 
            "templatePath": "../../config/templates/template2.json", 
            "deployWithStackSets": { 
                "accounts": [ 
                    "012345678901", 
                ], 
                "regions": [ 
                    "us-west-2" 
                ], 
                "stackSetAdministrationRoleName": 
 "AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole", 
                "stackSetExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole" 
            } 
        } 
    ]
}

CodeBuild とイベントを使用して、から Amazon 
S3 CodeCommit CloudWatch へのイベント駆動型
バックアップを自動化

キランクマール・チャンドラシェカール (AWS) によって作成されました

環境: 本番稼働用 テクノロジー: DevOps; ストレー
ジとバックアップ

ワークロード: その他のすべての
障害

AWS サービス: Amazon S3; 
アマゾン CloudWatch; AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、AWS CodeCommit を使用して安全な Git ベースのリをホス
トできます。 CodeCommit は、完全マネージド型のソース管理サービスです。ただし、 CodeCommit リ
ポジトリを誤って削除すると、その内容も削除され、復元することはできません。 
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前提条件と制限

このパターンは、 CodeCommit リポジトリに変更が加えられた後、Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットに自動的にバックアップする方法を示しています。 CodeCommit リポジトリが後で
削除されても、 point-in-time このバックアップ戦略は回復オプションを提供します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• CodeCommit 要件に応じてユーザーアクセスが設定された既存のリポジトリ。詳細については、 

CodeCommit ドキュメントの「AWS CodeCommit のセットアップ」を参照してください。 
• CodeCommit バックアップをアップロードするための S3 バケット。 

機能制限

• このパターンでは、 CodeCommit すべてのリポジトリが自動的にバックアップされます。 CodeCommit 
個々のリポジトリをバックアップする場合は、Amazon CloudWatch Events ルールを変更する必要があ
ります。

アーキテクチャ
次の図は、このパターンのワークフローを示しています。

このワークフローは、以下のステップで構成されています。

1. CodeCommit コードはリポジトリにプッシュ配信されます。
2. CodeCommit リポジトリは、リポジトリの変更 (git pushコマンドなど) CloudWatch をイベントに通

知します。
3. CloudWatch イベントは AWS を呼び出し CodeBuild 、 CodeCommit リポジトリ情報を送信します。
4. CodeBuild CodeCommit リポジトリ全体を複製し、.zip ファイルにパッケージ化します。
5. CodeBuild .zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。

テクノロジースタック

• CloudWatch イベント
• CodeBuild
• CodeCommit
• Amazon S3

Tools
• Amazon CloudWatch CloudWatch Events — Events は、AWS リソースでの変更を説明するシステムイ

ベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。
• AWS CodeBuild — CodeBuild フルマネージド型の継続的統合サービスであり、ソースコードのコンパイ

ル、テストの実行、デプロイ可能なソフトウェアパッケージの作成が行われます。 
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叙事詩

• AWS CodeCommit — CodeCommit 安全な Git ベースのリポジトリをホストするフルマネージドのソー
ス管理サービスです。 

• AWS Identity and Access Management (IAM) — IAM は、AWS リソースへのアクセスをセキュアに制御
するためのウェブサービスです。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。

叙事詩
CodeBuild プロジェクトを作成

タスク 説明 必要なスキル

CodeBuild サービスロールを作成
します。

AWS マネジメントコンソール
にサインインし、IAM コンソー
ルを開きます。[ロール] を選択
し、[ロールの作成] を選択しま
す。 CodeCommit リポジトリの
クローンを作成し、S3 バケッ
トにファイルをアップロード
し、Amazon CodeBuild にログを
送信するためのサービスロール
を作成します CloudWatch。詳細
については、 CodeBuild ドキュ
メントの「 CodeBuild サービス
ロールの作成」を参照してくだ
さい。

クラウド管理者

CodeBuild プロジェクトを作成し
ます。

CodeBuild コンソールで、[
CodeBuild プロジェクトの作成] 
を選択します。「追加情報」 
CodeBuild buildspec.yml セ
クションのテンプレートを使
用してプロジェクトを作成しま
す。このストーリーのヘルプに
ついては、 CodeBuild ドキュメ
ントの「ビルドプロジェクトの
作成」を参照してください。 

クラウド管理者

CloudWatch イベントルールの作成と設定

タスク 説明 必要なスキル

CloudWatch イベント用に IAM 
ロールを作成します。

IAM コンソールで [ロール] を選
択し、 CloudWatch イベント用
の IAM ロールを作成します。詳
細については、IAM ドキュメン
トの「CloudWatch イベント IAM 
ロール」を参照してください。

重要: CloudWatch イベントの 
IAMcodebuild:StartBuild
ロールにアクセス権限を追加す
る必要があります。

クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

CloudWatch Events ルールを作
成します。

1. CloudWatch コンソールで [イ
ベント] を選択し、[ルール] 
を選択します。[ルールを作
成] を選択し、[追加情報] セク
ションの [ CloudWatch イベ
ントルール] を使用します。
これにより、 CodeCommit リ
ポジトリ内のイベントの変更 
(git pushgit commitコマ
ンドなど) を監視するルール
が作成されます。詳細につい
ては、AWS CodePipeline ド
キュメントの「 CloudWatch 
CodeCommit ソースのイベン
トルールの作成」を参照して
ください。

2. [ターゲット]、[トピック]、
[入力の構成] の順に選択し
ます。[入力トランスフォー
マー] を選択し、[追加情報] セ
クションの入力パスと入力テ
ンプレートを使用します。こ
れにより、 CodeCommit リ
ポジトリの詳細が解析され、 
CodeBuild 環境変数としてプ
ロジェクトに送信されます。
詳細については、 CloudWatch 
ドキュメントの入力トランス
フォーマーのチュートリアル
を参照してください。 

3. [詳細設定] を選択し、ルール
の名前と説明を入力します。
[ルールの作成] を選択しま
す。

重要: CloudWatch このイベント
ルールは、 CodeCommit すべて
のリポジトリの変更を記述しま
す。 CodeCommit 個々のリポ
ジトリをバックアップする場合
や、リポジトリのバックアップ
ごとに別々の S3 バケットを使用
する場合は、 CloudWatch イベ
ントルールを変更する必要があ
ります。

クラウド管理者

関連リソース
CodeBuild プロジェクトの作成

• CodeBuild サービスロールの作成
• CodeBuild プロジェクトを作成
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追加情報

• Git クライアントのコマンドに必要なアクセス許可 

CloudWatch イベントルールの作成と設定

• CloudWatch CodeCommit ソースのイベントルールを作成する
• Input Transformer を使用して、イベントターゲットに渡すものを Input Transformer を使用してカスタ

マイズする
• CloudWatch イベントで開始するイベントルールを作成する
• CloudWatch イベント IAM ロールを作成する

追加情報
CodeBuild ビルドスペック.yml テンプレート

version: 0.2
phases: 
  install: 
    commands: 
      - pip install git-remote-codecommit 
  build: 
    commands: 
       - env 
       - git clone -b $REFERENCE_NAME codecommit::$REPO_REGION://$REPOSITORY_NAME 
       - dt=$(date '+%d-%m-%Y-%H:%M:%S'); 
       - echo "$dt"  
       - zip -yr $dt-$REPOSITORY_NAME-backup.zip ./ 
       - aws s3 cp $dt-$REPOSITORY_NAME-backup.zip s3:// #substitute a valid S3 Bucket Name 
 here

CloudWatch イベントルール

{ 
  "source": [ 
    "aws.codecommit" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodeCommit Repository State Change" 
  ], 
  "detail": { 
    "event": [ 
      "referenceCreated", 
      "referenceUpdated" 
    ] 
  }
}

CloudWatch イベントルールターゲットのサンプル入力トランスフォーマー

入力パス:

{"referenceType":"$.detail.referenceType","region":"$.region","repositoryName":"$.detail.repositoryName","account":"$.account","referenceName":"$.detail.referenceName"}

入力テンプレート (必要に応じて値を入力してください):

{ 
    "environmentVariablesOverride": [ 
        { 
            "name": "REFERENCE_NAME", 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon S3 への静的ウェブサイトデプロイを自動化

            "value": "" 
        }, 
        { 
            "name": "REFERENCE_TYPE", 
            "value": "" 
        }, 
        { 
            "name": "REPOSITORY_NAME", 
            "value": "" 
        }, 
        { 
            "name": "REPO_REGION", 
            "value": "" 
        }, 
        { 
            "name": "ACCOUNT_ID", 
            "value": "" 
        } 
    ]
}

Amazon S3 への静的ウェブサイトデプロイを自動
化

作成者:サンカー・サングボトラ (AWS)

R タイプ: 該当なし ソース: アプリケーション開発 ターゲット: S3

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: ウェブサイトと
ウェブアプリ; DevOps

AWS サービス: Amazon S3; 
AWS CodePipeline

概要
このパターンは、Amazon Web Services（AWS）クラウド上のアマゾンシンプルストレージサービス
（Amazon S3）の既存のバケットに継続的インテグレーションと継続的デリバリー（CI/CD）パイプライ
ンを追加するために必要なステップを示しています。 GitHub このパターンはソースプロバイダーとして
使用します。パイプラインは新しいアイテムがコミットされたときに開始され、変更は S3 バケットに反
映されます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon S3 と AWS に関する知識 CodePipeline
• HTML 4/5、CSS 2/4、画像、フォント、アイコンなどの出力/ソースファイルを含む静的ウェブサイト
• GitHub リポジトリ

機能制限
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アーキテクチャ

• この処理は、読み取り専用のコンテンツを表示する場合にお勧めします。Amazon S3 は HTTP プロトコ
ルを使用しているため、機密情報の収集や転送にはお勧めしません。

• Amazon S3 はサーバー側のスクリプトをサポートしていないため、PHP、JSP、または APS.NET を使
用して構築されたウェブサイトはサポートされていません。

アーキテクチャ
ソースアーキテクチャ

 

ターゲットテクノロジースタック

• AWS CodePipeline
• AWS CodeStar
• Amazon S3
• 任意のウェブサーバー

ターゲットアーキテクチャ

Tools
Tools

• AWS CodePipeline — ソフトウェアをリリースするために必要なステップのモデル化、視覚化、および
自動化に使用できる継続的な配信サービス。ソフトウェアリリースプロセスのさまざまなステージをす
ばやくモデル化して設定できます。 CodePipeline は、ソフトウェア変更を継続的にリリースするために
必要なステップを自動化します。

• AWS CodeStar — AWS CodeStar は、AWS でソフトウェア開発プロジェクトを作成、管理、および操
作するクラウドベースのサービスです。

• Amazon S3 — 拡張性の高いオブジェクトストレージサービス。ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できます。

叙事詩
Amazon S3 バケットを作成してコンテンツをアップロードする

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 Amazon S3 コンソールを開き、
[Create bucket] (バケットの作成) 
を選択し、ウェブサイトのホス
ティングとコンテンツのアップ
ロード用の S3 バケットを作成し
ます。

AWS ジェネラル、開発者

バケット名を入力します バケットの一意のDNSに準拠す
る名前を入力します。名前空間
はすべての AWS アカウントに

AWS ジェネラル、開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
よって共有されているため、S3 
バケット名はグローバルに一意
である必要があります。

[Region (リージョン)] を選択しま
す。

デフォルトの AWS リージョンを
選択するか、バケットのベース
となる特定のリージョンを選択
します。

AWS ジェネラル、開発者

アクセス許可を設定します。 [権限] を選択し、[編集] を選択し
て、バケットへのパブリックア
クセスを許可します。[すべての
公開アクセスをブロック] で [オ
フ] を選択します。デフォルト
では、セキュリティ上の理由か
ら、このチェックボックスはオ
ンになっています。[保存] を選択
し、情報を確認してから [バケッ
トの作成] を選択します。これに
より、ポップアップが閉じてバ
ケットが作成されます。

AWS ジェネラル、開発者

フォルダとファイルをアップ
ロードします。

Amazon S3 ドキュメントの指示
に従ってフォルダとファイルを
アップロードします。リンクに
ついては、「関連リソース」セ
クションを参照してください。

AWS ジェネラル、開発者

ウェブサイトホスティングの S3 バケットの設定

タスク 説明 必要なスキル

静的ウェブサイトホスティング
を有効にする。

S3 バケットの [プロパティ] タ
ブで、[静的ウェブサイトホス
ティング] を選択し、次に [この
バケットを使用してウェブサイ
トをホストする] を選択します。

AWS ジェネラル、開発者

ホームページとエラーページを
定義します。

ホームページとエラーページの
ファイル名と拡張子 (index.html 
や error.html など) を指定しま
す。ルートフォルダにこれらの
ファイルが含まれていて、それ
らがランディングページとして
機能することを確認してくださ
い。

AWS ジェネラル、開発者

バケットポリシーを作成する

タスク 説明 必要なスキル

バケットポリシーをアタッチし
ます。

他の AWS アプリケーションが
バケットにアクセスしてアク

AWS ジェネラル、開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ションを実行できるように、バ
ケットポリシーを作成します。
[Permissions] セクションで、
[バケットポリシー] を選択しま
す。バケットポリシーエディ
ターで、追加情報セクション
に記載されているバケットポリ
シーを貼り付けます。

Web サイトにアクセスしてテス
トします。

ウェブサイトにアクセスす
るためのエンドポイント 
URL を入力します。例:http://
www.spsbuddy.xyz.s3-website-
us-east -1.amazonaws.com。エ
ンドポイントは、お住まいの地
域に応じて 2 つの形式に従いま
す。詳細については、「関連リ
ソース」セクションを参照して
ください。

AWS ジェネラル、開発者

パイプラインを作成する

タスク 説明 必要なスキル

CodePipeline 名前を選択しま
す。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CodePipeline コンソールを開き
ます。[パイプラインを作成] を選
択し、プロジェクトの名前を入
力します。

AWS ジェネラル、開発者

サービスロールを作成します。 サービスロールを作成するか、
提供されている場合はサービ
スロールのリストから選択しま
す。

AWS ジェネラル、開発者

アーティファクトストアを選択
します。

Amazon S3 でバケットを作成
してその中にアーティファクト
を保存する場合は、カスタムの
場所を選択し、既存のバケット
を指定します。そうでない場合
は、既定の場所を使用してくだ
さい。

AWS ジェネラル、開発者

ソースプロバイダーを選択しま
す。

ソースプロバイダーのリストか
ら GitHub (バージョン 2) を選択
します。

AWS ジェネラル、開発者

Connect GitHub。 ステップ 2 の指示に従って、 
GitHub CodePipeline GitHub リ
ポジトリへのアクセスを許可
します。AWS GitHubGitHub 
CodePipeline ドキュメントから
接続への接続を作成します。

AWS ジェネラル、開発者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリとブランチを作成し
ます。

コミットステップの一部として
作成するリポジトリとブランチ
を選択します。

AWS ジェネラル、開発者

検出オプションを変更します。 ソースコードに変更が発生する
と、パイプラインが自動的に
起動します。オフにすると、
パイプラインは手動またはスケ
ジュールに従って開始した場合
にのみ実行されます。

AWS ジェネラル、開発者

プロバイダーをデプロイしま
す。

使用可能なターゲットのリスト
から Amazon S3 をターゲットと
して選択します。

AWS ジェネラル、開発者

関連リソース
リファレンス:

• 静的ウェブサイトを Amazon S3 上でホスティングする
• Amazon S3 ウェブサイトのエンドポイント
• S3 バケットを作成する方法
• S3 バケットにファイルとフォルダをアップロードする方法
• 静的ウェブサイトホスティング用に S3 バケットを設定する方法

追加情報
ウェブサイトのパブリック読み取りアクセスを許可するには、次のバケットポリシーをコピーし、[Bucket 
policy editor (バケットポリシーエディター)] に貼り付けます。 

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PublicReadGetObject", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::example.com/*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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Systems Manager の管理ポリシーを EC2 イン
スタンスプロファイルに自動的にアタッチする

クラウドカストディアンと AWS CDK を使用し
て、Systems Manager の AWS 管理ポリシーを 
EC2 インスタンスプロファイルに自動的にアタッ
チします。

アリ・アスフォー (AWS) とアーロン・レノン (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; ソフト
ウェア開発とテスト; 管理とガバ
ナンス; セキュリティ、アイデン
ティティ、コンプライアンス; イ
ンフラストラクチャ

ワークロード:オープンソース

AWS サービス:Amazon 
SNS、Amazon 
SQS、AWS、AWS 
CodeBuild、AWS CodePipeline 
Systems Manager、AWS 
CodeCommit

概要
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを AWS Systems Manager と統合するこ
とで、運用タスクを自動化し、より可視性と制御することができます。Systems Manager と統合する
には、EC2 インスタンスに AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) がインストー
ルされ、インスタンスプロファイルにAmazonSSMManagedInstanceCore AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーがアタッチされている必要があります。 

ただし、すべての EC2AmazonSSMManagedInstanceCore インスタンスプロファイルにポリシーがア
タッチされていることを確認したい場合は、インスタンスプロファイルのない新しい EC2 インスタンス
や、AmazonSSMManagedInstanceCoreインスタンスプロファイルはあるがポリシーがない EC2 インス
タンスの更新が困難になる可能性があります。また、このポリシーを複数のAmazon Web Services (AWS) 
アカウントと AWS リージョンに追加するのは難しい場合があります。

このパターンは、AWS アカウントに 3 つの Cloud Custodian ポリシーをデプロイすることで、これらの課
題を解決するのに役立ちます。

• 最初の Cloud Custodian ポリシーは、AmazonSSMManagedInstanceCoreインスタンス
プロファイルはあるがポリシーがない既存の EC2 インスタンスをチェックします。その
後、AmazonSSMManagedInstanceCoreポリシーが添付されます。 

• 2 番目の Cloud Custodian ポリシーは、インスタンスプロファイルのない既存の EC2 インスタンスを
チェックし、AmazonSSMManagedInstanceCoreポリシーがアタッチされたデフォルトのインスタン
スプロファイルを追加します。

• 3 つ目の Cloud Custodian ポリシーでは、アカウントに AWS Lambda 関数を作成
し、EC2 インスタンスとインスタンスプロファイルの作成を監視します。これによ
り、EC2AmazonSSMManagedInstanceCore インスタンスの作成時にポリシーが自動的にアタッチさ
れます。
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前提条件と制限

このパターンでは、AWS DevOps のツールを使用して、個別のコンピューティング環境をプロビジョニン
グすることなく、クラウドカストディアンポリシーをマルチアカウント環境に継続的かつ大規模にデプロ
イできます。 

前提条件と制限
前提条件

• 2 つ以上のアクティブな AWS アカウント。1 つのアカウントはセキュリティアカウントで、他のアカウ
ントはメンバーアカウントです。

• セキュリティアカウントで AWS リソースをプロビジョニングする権限。このパターンでは管理者権限
を使用しますが、組織の要件とポリシーに従って権限を付与する必要があります。

• セキュリティアカウントからメンバーアカウントに IAM ロールを引き継ぎ、必要な IAM ロールを作成
できます。詳細については、IAM ドキュメントAWS IAM ロールを使用したアクセスの委任を参照して
ください。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) テストの目的で、aws configureコマンドを使用するか、
環境変数を設定して AWS CLI を設定できます。重要:これは本番環境にはお勧めできません。このアカ
ウントには最低限の権限しか付与しないことをお勧めします。詳細については、IAM ドキュメントの
「最小権限の付与」を参照してください。

• devops-cdk-cloudcustodian.zipファイル (添付) は、お使いのコンピュータにダウンロードされ
ます。

• Python に精通していること。
• 必要なツールをインストールし、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、および Git) をインストール

し、Node.js install-prerequisites.shdevops-cdk-cloudcustodian.zipファイル内のファイ
ルを使用して、これらのツールをインストールできます。 このファイルは必ず root 権限で実行してくだ
さい。 

機能制限

• このパターンは本番環境でも使用できますが、すべての IAM ロールとポリシーが組織の要件とポリシー
を満たしていることを確認してください。 

Package バージョン

• クラウドカストディアンバージョン 0.9 以降
• TypeScript バージョン 3.9.7 以降
• Node.js バージョン 14.15.4 またはそれ以降
• npmバージョン 7.6.1 以降
• AWS CDK バージョン 1.96.0 またはそれ以降

アーキテクチャ

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Cloud Custodian ポリシーは、セキュリティアカウントの AWS CodeCommit リポジトリにプッシュさ
れます。Amazon CloudWatch イベントルールは AWS CodePipeline パイプラインを自動的に開始しま
す。

2. パイプラインは、AWS CodeCommit が処理する継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー 
(CI/CD) パイプラインの継続的インテグレーション部分から最新のコードを取得し、 CodeBuildそれを
送信します。
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3. CodeBuild Cloud Custodian DevSecOps ポリシーのポリシー構文検証を含むすべてのアクションを実
行し、--dryrunこれらのポリシーをモードで実行して、どのリソースが識別されているかを確認しま
す。

4. エラーがなければ、次のタスクで管理者に警告し、変更を確認してメンバーアカウントへの展開を承認
します。

テクノロジースタック

• AWS CDK
• CodeBuild
• CodeCommit
• CodePipeline
• IAM
• Cloud Custodian 

自動化とスケール

AWS CDK パイプラインモジュールは、AWS CloudFormation スタックによる AWS リソースのデプロイ
に加えて、 CodePipeline ソースコードの構築とテストをオーケストレーションするために使用する CI/CD 
パイプラインをプロビジョニングします。 CodeBuildこのパターンは、組織のメンバーアカウントとリー
ジョンすべてに使用できます。Roles creationスタックを拡張して、メンバーアカウントに他の IAM 
ロールをデプロイすることもできます。 

Tools
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) はソフトウェアで、AWS でクラウドインフラストラクチャを

定義し、AWS CloudFormation を通じてプロビジョニングするためのソフトウェア開発フレームワーク
です。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルの
コマンドを使って AWS サービスと対話することができます。

• AWS CodeBuild はクラウドで動作する、完全マネージド型のビルドサービスです。
• AWS CodeCommit は、アセット (ドキュメント、バイナリファイルなど) をプライベートで保存および

管理するために使用できるバージョン管理サービスです。
• AWS CodePipeline は、ソフトウェアをリリースするために必要なステップのモデル化、視覚化、およ

び自動化に使用できる継続的な配信サービスです。
• AWS Identity and Access Management は、AWS リソースへのアクセスをセキュアに制御するための

ウェブサービスです。
• Cloud Custodian は、ほとんどの組織がパブリッククラウドアカウントの管理に使用している多数の

ツールやスクリプトを 1 つのオープンソースツールに統合するツールです。
• Node.js は Google Chrome の V8 JavaScript JavaScript エンジン上に構築されたランタイムです。

Code

このパターンで使用されるモジュール、アカウント機能、ファイル、およびデプロイコマンドの詳細なリ
ストについては、READMEdevops-cdk-cloudcustodian.zipファイル内のファイル (添付) を参照して
ください。
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叙事詩
AWS CDK でパイプラインをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リポジトリをセッ
トアップします。

1. ローカルコンピュータの
作業ディレクトリにある 
(添付の)devops-cdk-
cloudcustodian.zip ファ
イルを解します。

2. セキュリティアカウント
の AWS マネジメントコン
ソールにサインインし、
CodeCommit devops-cdk-
cloudcustodianコンソール
を開いて新しいリポジトリを
作成します。

3. プロジェクトディレクトリに
移動し、 CodeCommit リポ
ジトリをオリジンとして設
定し、変更をコミットしてか
ら、次のコマンドを実行して
オリジンブランチにプッシュ
します。

• cd devops-cdk-
cloudcustodian 

• git init --initial-
branch=main

• git add . git commit -m 
'initial commit' 

• git remote add 
origin https://
git-codecommit.us-
east-1.amazonaws.com/
v1/devops-cdk-
cloudcustodian 

• git push origin main

詳細については、AWS 
CodeCommit ドキュメントの
「 CodeCommit リポジトリの作
成」を参照してください。

デベロッパー

必要なツールをインストールし
ます。

install-
prerequisites.shこのファイ
ルを使用して、必要なすべての
ツールを Amazon Linux にインス
トールします。AWS CLI はプリ
インストールされているため、
これには含まれません。

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
詳細については、AWS CDK ド
キュメントの「AWS CDK の使用
開始」の「前提条件」セクショ
ンを参照してください。

必要な AWS CDK パッケージを
インストールします。

1. AWS CLI で以下のコマンドを
実行して、仮想環境をセット
アップします。$ python3 -
m venv .env

2. 次のコマンドを実行し
て、仮想環境を起動しま
す。$ source .env/bin/
activate

3. 仮想環境を起動したら、
次のコマンドを実行して
必要な依存ファイルをしま
す。$ pip install -r 
requirements.txt

4. 依存関係 (他の AWS CDK ラ
イブラリなど) を追加するに
は、requirements.txtそ
れらをファイルに追加し、
次のコマンドを実行しま
す。pip install -r 
requirements.txt

以下のパッケージ
は AWS CDK に必要
で、requirements.txtファイ
ルに含まれています。

• aws-cdk.aws-cloudwatch
• aws-cdk.aws-codebuild
• aws-cdk.aws-codecommit
• aws-cdk.aws-codedeploy
• aws-cdk.aws-
codepipeline

• aws-cdk.aws-
codepipeline-actions

• aws-cdk.aws-events
• aws-cdk.aws-events-
targets

• aws-cdk.aws-iam
• aws-cdk.aws-logs
• aws-cdk.aws-s3
• aws-cdk.aws-sns
• aws-cdk.aws-sns-
subscriptions

• aws-cdk.aws-sqs
• aws-cdk.core

デベロッパー
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環境の設定

タスク 説明 必要なスキル

必要な変数を更新します。 vars.py CodeCommit リポジト
リのルートフォルダにあるファ
イルを開き、以下の変数を更新
します。

•  パイプラインをデプロイする 
AWSvar_deploy_region = 
‘us-east-1’ リージョンで更
新します。

•  var_codecommit_repo_name 
= “cdk-cloudcustodian”
CodeCommit リポジトリの名
前で更新します。

•  var_codecommit_branch_name 
= “main” CodeCommit ブラ
ンチの名前で更新します。

•  var_adminEmail=notifyadmin@email.com’変
更を承認する管理者の電子
メールアドレスで更新しま
す。

• 変更が行われたときにク
ラウドカストディアンへの
通知を送信するために使用
される Slack ウェブフック
でvar_slackWebHookUrl 
= https://
hooks.slack.com/
services/T00000000/
B00000000/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
'を更新します。

•  組織 IDvar_orgId = ‘o-
yyyyyyyyyy’ で更新してくだ
さい。

• パイプラインがデプロ
イされているアカウン
トの AWS アカウント 
IDsecurity_account = 
‘123456789011’ で更新しま
す。

• AWS 
CDKmember_accounts = 
[‘111111111111’,’111111111112’,’111111111113’]
スタックをブートストラップ
するメンバーアカウントで更
新し、必要な IAM ロールをデ
プロイします。

• Trueパイプラインが AWS 
CDK をメンバーアカウ
ントに自動的にブート

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
ストラップするように
するには、に設定しま
すcdk_bootstrap_member_accounts = 
True。 Trueこれに設定した
場合、セキュリティアカウン
トから引き継ぐことができる
メンバーアカウントの既存の 
IAM ロールの名前も必要にな
ります。この IAM ロールに
は、AWS CDK をブートスト
ラップするために必要な権限
も必要です。

• セキュリティアカウントか
ら引き継ぐことができるメ
ンバーアカウントの既存の 
IAMcdk_bootstrap_role = 
‘AWSControlTowerExecution’
ロールで更新します。こ
のロールには、AWS CDK 
をブートストラップする
権限も必要です。注:これ
は、cdk_bootstrap_member_accountsが
に設定されている場合のみ適
用されますTrue。

account.yml ファイルをメンバー
アカウント情報で更新します。

c7n-org Cloud Custodian ツール
を複数のアカウントに対して実
行するには、accounts.yml設
定ファイルをリポジトリの
ルートに配置する必要がありま
す。AWS のサンプルクラウド
カストディアン設定ファイルで
す。

accounts:
- account_id: '123123123123' 
  name: account-1 
  regions: 
  - us-east-1 
  - us-west-2 
  role: 
 arn:aws:iam::123123123123:role/
CloudCustodian 
  vars: 
    charge_code: xyz 
  tags: 
  - type:prod 
  - division:some division 
  - partition:us 
  - scope:pci

デベロッパー
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AWS アカウントのブートストラップ

タスク 説明 必要なスキル

セキュリティアカウントをブー
トストラップします。

deploy_account次
のコマンドを実行し
て、cloudcustodian_stackア
プリケーションをブートスト
ラップします。

cdk bootstrap -a 'python3  
cloudcustodian/
cloudcustodian_stack.py

デベロッパー

オプション 1-メンバーアカウン
トを自動的にブートストラップ
します。

cdk_bootstrap_member_accountsTruevars.py変
数がファイル内で
に設定されている場
合、member_accounts変数で
指定されたアカウントはパイプ
ラインによって自動的にブート
ストラップされます。

必要に応じて、セキュリティア
カウントから引き継ぐことがで
き、AWS CDK をブートストラッ
プするために必要な権限を持つ 
IAM*cdk_bootstrap_role*
ロールで更新できます。

member_accounts 変数に追加
された新しいアカウントは、必
要なロールをデプロイできるよ
うに、パイプラインによって自
動的にブートストラップされま
す。

デベロッパー

オプション 2-メンバーアカウン
トを手動でブートストラップし
ます。

この方法の使用
はお勧めしません
が、cdk_bootstrap_member_accountsFalseの
値をに設定し、次のコマンドを
実行してこのステップを手動で
実行できます。

$ cdk bootstrap -a 
 'python3 cloudcustodian/
member_account_roles_stack.py' 
 \

--trust 
 {security_account_id} \

--context assume-role-
credentials:writeIamRoleName={role_name} 
 \

--context assume-role-
credentials:readIamRoleName={role_name} 
 \

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

--mode=ForWriting \

--context bootstrap=true \

--cloudformation-
execution-policies 
 arn:aws:iam::aws:policy/
AdministratorAccess

重
要:{security_account_id}{role_name}と
の値は、セキュリティアカ
ウントから引き継ぐことがで
き、AWS CDK をブートストラッ
プするために必要な権限を持つ 
IAM ロールの名前で必ず更新し
てください。

また、AWS など、他の方法を
使用してメンバーアカウントを
ブートストラップすることもで
きます CloudFormation。詳細に
ついては、AWS CDK ドキュメン
トの「ブートストラップ」を参
照してください。

AWS CDK スタックをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

メンバーアカウントに IAM ロー
ルを作成します。

member_account_roles_stack次
のコマンドを実行してスタック
をデプロイし、メンバーアカウ
ントに IAM ロールを作成しま
す。

cdk deploy --all -a 
 'python3 cloudcustodian/
member_account_roles_stack.py' 
 --require-approval never

デベロッパー

クラウドカストディアンパイプ
ラインスタックをデプロイしま
す。

次のコマンドを実行して、
セキュリティアカウント
にデプロイされる Cloud 
Custodiancloudcustodian_stack.py
パイプラインを作成します。

cdk deploy -a 'python3 
 cloudcustodian/
cloudcustodian_stack.py'

デベロッパー
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関連リソース
• AWS CDK の使用を開始する

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS CDK を使用して、マイクロサービス用の CI/
CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自
動的に構築します

Varsha Raju (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロットのリ
クエスト

テクノロジー: DevOps; コンテ
ナとマイクロサービス; モダナ
イゼーション; インフラストラク
チャ

AWS サービス: AWS CodeBuild; 
AWS CodeCommit; AWS 
CodePipeline; Amazon ECS; 
AWS CDK

概要
このパターンは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でマイクロサービスを構築およびデ
プロイするための継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインと基盤となる
インフラストラクチャを自動的に作成する方法を示しています。このアプローチは、 proof-of-concept CI/
CD、マイクロサービス、およびの利点を組織に示すために CI/CD パイプラインを設定する場合に使用で
きます DevOps。また、この方法を使用して初期の CI/CD パイプラインを作成し、それを組織の要件に応
じてカスタマイズまたは変更することもできます。 

このパターンのアプローチでは、それぞれ仮想プライベートクラウド (VPC) と 2 つのアベイラビリティー
ゾーンで実行するように設定された Amazon ECS クラスターを備えた本番環境と非本番環境を作成し
ます。これらの環境はすべてのマイクロサービスで共有され、マイクロサービスごとに CI/CD パイプ
ラインを作成します。これらの CI/CD パイプラインは、AWS のソースリポジトリから変更を取り出し 
CodeCommit、自動的に変更を構築して、本番環境と非本番環境にデプロイします。パイプラインがすべ
ての段階を正常に完了すると、URL を使用して本番環境と非運用環境のマイクロサービスにアクセスでき
ます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services（AWS）アカウント。
• starter-code.zipファイル (添付された) を含む既存の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

バケット。
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)。アカウントにインストールして設定します。詳細について

は、AWS CDK ドキュメントの「AWS CDK 入門」を参照してください。
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• Python 3 とpip、インストールおよび設定済み。詳細については、Python のドキュメントを参照してく
ださい。

• AWS CDK、AWS、AWS CodePipeline、アマゾンElastic Container Registry (Amazon ECR)、Amazon 
ECS、および AWS Fargate に精通していること。 CodeBuild CodeCommit

• Docker に精通している。
• CI/CD の理解と DevOps.

機能制限

• 一般的な AWS アカウント制限が適用されます。詳細については、AWS 全般のリファレンスドキュメン
トの「AWS サービスクオータ」を参照してください。

製品バージョン

• コードは Node.js バージョン 16.13.0 と AWS CDK バージョン 1.132.0 を使用してテストされました。

アーキテクチャ

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. CodeCommit アプリケーション開発者がコードをリポジトリにコミットします。
2. パイプラインが開始されます。
3. CodeBuild Docker イメージを構築して Amazon ECR リポジトリにプッシュします。
4. CodePipeline 非本番環境の Amazon ECS クラスターの既存の Fargate サービスに新しいイメージをデ

プロイします。
5. Amazon ECS は、Amazon ECR リポジトリから非プロダクションの Fargate サービスにイメージを取

り込みます。
6. テストは非プロダクション URL を使用して実行されます。
7. リリースマネージャは本番環境へのデプロイを承認します。
8. CodePipeline 本番環境の Amazon ECS クラスターの既存の Fargate サービスに新しいイメージをデプ

ロイします
9. Amazon ECS は、Amazon ECR リポジトリから本番環境の Fargate サービスにイメージを取り込みま

す。
10.プロダクションユーザーは、プロダクション URL を使用してフィーチャにアクセスします。

テクノロジースタック

• AWS CDK
• CodeBuild
• CodeCommit 
• CodePipeline
• Amazon ECR 
• Amazon ECS 
• Amazon VPC

自動化とスケーリング
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このパターンのアプローチを使用して、共有 AWS CloudFormation スタックにデプロイされたマイクロ
サービスのパイプラインを作成できます。この自動化により、各 VPC に複数の Amazon ECS クラスター
を作成できるほか、共有 Amazon ECS クラスターにデプロイされたマイクロサービスのパイプラインも作
成できます。ただし、そのためには、パイプラインスタックへの入力として新しいリソース情報を提供す
る必要があります。

Tools
• AWS CDK — AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを

定義し、AWS CloudFormation を通じてプロビジョニングするための、ソフトウェア開発フレームワー
ク

• AWS CodeBuild — AWS CodeBuild とは、クラウドで動作する、フルマネージド型のビルドサービスで
す。 CodeBuild はソースコードをコンパイルし、単体テストを実行して、すぐにデプロイできるアー
ティファクトを生成します。

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は、AWS Cloud での Git リポジトリのプライベートな保存と
管理を有効にするバージョン管理サービスです。 CodeCommit これにより、インフラストラクチャのス
ケーリングに関する不安要素は排除され、お客様が独自のソース管理システムを管理する必要がなくな
ります。

• AWS CodePipeline — AWS CodePipeline は、ソフトウェアをリリースするために必要なステップのモ
デル化、視覚化、および自動化に使用できる継続的な配信サービスです。ソフトウェアリリースプロセ
スのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定できます。 CodePipeline はソフトウェアの変更を
継続的にリリースするために必要なステップを自動化します。

• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、
停止、管理に使用される、高度にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。AWS Fargate で管
理されているサーバーレスインフラストラクチャでタスクとサービスを実行できます。または、インフ
ラストラクチャをより詳細に制御するために、管理する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
インスタンスのクラスターでタスクとサービスを実行できます。

• Docker — Docker は、開発者があらゆるアプリケーションを軽量、ポータブル、かつ自給自足のコンテ
ナとして梱包、出荷、実行できるように支援します。

Code

このパターンのコードは、cicdstarter.zipstarter-code.zipおよびファイル (添付) にあります。

エピック
環境のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK の作業ディレクトリを
設定します。

1. cicdprojectローカルマシン
でという名前のディレクトリ
を作成します。

2. cicdstarter.zipファイル 
(添付)cicdproject をディレ
クトリにダウンロードし、解
凍します。これにより、とい
う名前のフォルダが作成され
ますcicdstarter。

3. cd <user-home>/
cicdproject/
cicdstarter コマンドを実
行します。 

AWS DevOps、クラウドインフ
ラストラクチャ
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
4. python3 -m venv .venvコ

マンドを実行して Python 仮想
環境を設定します。

5. source ./.venv/bin/
activate コマンドを実行し
ます。

6. aws configureコマンドを
実行するか、以下の環境変数
を使用して AWS 環境を設定
します。 
• AWS_ACCESS_KEY_ID
• AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
• AWS_DEFAULT_REGION

共有インフラストラクチャの作成

タスク 説明 必要なスキル

共有インフラストラクチャを作
成します。

1. ワーキングディレクトリ
で、cd cicdvpcecsコマン
ドを実行します。 

2. pip3 install -r 
requirements.txtコマンド
を実行して、必要な Python 依
存関係をすべてインストール
します

3. cdk bootstrap commandを
実行して AWS CDK の AWS 
環境を設定します。 

4. cdk synth --context 
aws_account=<aws_account_ID> 
--context 
aws_region=<aws-
region> コマンドを実行しま
す。 

5. cdk deploy --context 
aws_account=<aws_account_ID> 
--context 
aws_region=<aws-
region> コマンドを実行しま
す。

6. AWS CloudFormation スタッ
クは次のインフラストラク
チャを作成します。
• という名前の非プロダク

ション VPCcicd-vpc-
ecs/cicd-vpc-nonprod

• という名前のプロダクショ
ン VPCcicd-vpc-ecs/
cicd-vpc-prod

AWS DevOps、クラウドインフ
ラストラクチャ
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
• という名前の非本番環境

の Amazon ECS クラス
ターcicd-ecs-nonprod

• という名前の本番用の 
Amazon ECS クラス
ターcicd-ecs-prod

AWS CloudFormation スタックを
監視します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CloudFormation コンソールを
開き、cicd-vpc-ecsリスト
からスタックを選択します。 

2. スタックの詳細ペインで、
[Events] (イベント) タブを選
択し、スタックの作成の進行
状況を監視します。

AWS DevOps、クラウドインフ
ラストラクチャ

AWS CloudFormation スタックを
テストします。

1. cicd-vpc-ecsAWS 
CloudFormation スタックを作
成したら、cicd-vpc-ecs/
cicd-vpc-nonprodとcicd-
vpc-ecs/cicd-vpc-prod
VPC が作成されていることを
確認します。 

2. cicd-ecs-nonprodとcicd-
ecs-prod Amazon ECS クラ
スターが作成されていること
を確認します。

重要: 必ず、2 つの VPC の ID と
デフォルトセキュリティグルー
プのセキュリティグループ ID を
両方の VPC に記録してくださ
い。

AWS DevOps、クラウドインフ
ラストラクチャ

マイクロサービスの CI/CD パイプラインの作成

タスク 説明 必要なスキル

マイクロサービスのインフラス
トラクチャを作成します。

1. マイクロサービスに名前
を付けてください。たとえ
ば、myservice1このパター
ンはマイクロサービスの名前
として使用します。

2. cd <working-
directory>/
cdkpipeline作業ディレクト
リでコマンドを実行します。

3. pip3 install -r 
requirements.txt コマン
ドを実行します。

AWS DevOps、クラウドインフ
ラストラクチャ

723



AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
4. このパターンの「追加情

報」cdk synth セクションに
あるコマンド全体を実行しま
す。

5. このパターンの「追加情
報」cdk deploy セクション
にあるコマンド全体を実行し
ます。

[Note:] (メモ:) cdk.jsonディ
レクトリ内のファイルを使用し
て、両方のコマンドに値を指定
することもできます。

AWS CloudFormation スタックを
監視します。

AWS CloudFormation コン
ソールを開き、myservice1-
cicd-stackスタックの進
行状況を監視します。最終的
に、ステータスはに変わりま
すCREATE_COMPLETE。

AWS DevOps、クラウドインフ
ラストラクチャ
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックを
テストします。

1. AWS CodeCommit コンソー
ルで、myservice1という名
前のリポジトリが存在し、ス
ターターコードが含まれてい
ることを確認します。

2. AWS CodeBuild コンソール
で、myservice1という名前
のビルドプロジェクトが存在
することを確認します。

3. Amazon ECR コンソール
で、という名前の Amazon 
ECRmyservice1 リポジト
リが存在することを確認しま
す。

4. Amazon ECS コンソール
で、という名前の Fargate 
サービスが非本番環境と
本番環境の両方の Amazon 
ECSmyservice1 クラスター
の両方に存在することを確認
します。

5. Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) コンソー
ルで、非本番環境と本番環境
のアプリケーションロードバ
ランサーが作成されているこ
とを確認します。ALB の DNS 
名を記録します。

6. AWS CodePipeline コン
ソールで、myservice1と
いう名前のパイプライン
が存在することを確認しま
す。Source、BuildDeploy-
NonProd、Deploy-Prodお
よびステージが必要です。in 
progressパイプラインにも
ステータスが必要です。

7. すべての段階が完了するまで
パイプラインを監視します。 

8. 本番稼働用に手動で承認して
ください。

9. ブラウザウィンドウに、ALB 
の DNS 名を入力します。

10.Hello Worldアプリケーショ
ンは非プロダクションURLと
プロダクションURLに表示さ
れるはずです。
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

パイプラインを使用してくださ
い。

1. CodeCommit 前に作
成したリポジトリを開
き、index.jsファイルを開
きます。 

2. Hello World を Hello CI/
CD に置き換えます。

3. 変更を保存してメインブラン
チにコミットします。

4. パイプラインが開始され、
変更が、BuildDeploy-
NonProd、Deploy-Prod の
各段階を経ていることを確認
します。 

5. 制作を手動で承認します。
6. プロダクションURLと非プ

ロダクションURLの両方が
表示されるはずですHello 
CICD。

AWS DevOps、クラウドインフ
ラストラクチャ

マイクロサービスごとにこのエ
ピックを繰り返します。

このエピックのタスクを繰り返
して、各マイクロサービスの CI/
CD パイプラインを作成します。

AWS DevOps、クラウドインフ
ラストラクチャ

関連リソース
• AWS CDK で Python を使用する 
• AWS CDK Python リファレンス
• AWS CDK を使用して AWS Fargate サービスを作成する

追加情報
cdk synth  コマンド

cdk synth --context aws_account=<aws_account_number> --context 
 aws_region=<aws_region> --context vpc_nonprod_id=<id_of_non_production 
 VPC> --context vpc_prod_id=<id_of_production_VPC> --context 
 ecssg_nonprod_id=< default_security_group_id_of_non-production_VPC> 
 --context ecssg_prod_id=<default_security_group_id_of_production_VPC> 
 --context code_commit_s3_bucket_for_code=<S3 bucket name> --context 
 code_commit_s3_object_key_for_code=<Object_key_of_starter_code> --context 
 microservice_name=<name_of_microservice>

cdk deploy コマンド

cdk deploy --context aws_account=<aws_account_number> --context 
 aws_region=<aws_region> --context vpc_nonprod_id=<id_of_non_production_VPC> 
 --context vpc_prod_id=<id_of_production_VPC> --context ecssg_nonprod_id=< 
 default_security_group_id_of_non-production_VPC> --context 
 ecssg_prod_id=<default_security_group_id_of_production_VPC> --
context code_commit_s3_bucket_for_code=<S3 bucket name> --context 
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添付ファイル

 code_commit_s3_object_key_for_code=<Object_key_of_starter_code> --context 
 microservice_name=<name_of_microservice> 

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS、AWS、および AWS CodeCommit Device 
Farm を使用して CodePipeline iOS アプリケーショ
ンを構築してテストする

作成者:アブドゥラヒ・オラオエ (AWS)

R タイプ: 該当なし ソース: DevOps オンプレミスプ
ロセス

ターゲット: AWS での iOS アプ
リケーション開発のための CI/
CD パイプライン

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: ウェブサイトと
ウェブアプリ; DevOps

AWS サービス: AWS 
CodeCommit; AWS 
CodePipeline; AWS Device Farm

概要
このパターンは、AWS を使用して AWS CodePipeline 上の実際のデバイスで iOS アプリケーションを構
築およびテストする、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを作成す
る手順の概要を示しています。このパターンでは、AWS CodeCommit を使用してアプリケーションコー
ドを保存し、Jenkins オープンソースツールを使用して iOS アプリケーションをビルドし、AWS Device 
Farm を使用してビルドしたアプリケーションを実際のデバイスでテストします。これら 3 つのフェーズ
は、AWS CodePipeline を使用してパイプライン内でまとめて調整されます。

このパターンは、AWS DevOps ブログの「AWS とモバイルサービスを使った iOS および iPadOS 
DevOps アプリケーションの構築とテスト」という記事に基づいています。詳細な手順については、ブロ
グ記事を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Apple デベロッパーアカウント
• ビルドサーバー (macOS)
• Xcode バージョン 11.3 (ビルドサーバーにインストールおよびセットアップ)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• ワークステーションに AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールおよび設定されている
• Git の基本的な知識

機能制限

• アプリケーションビルドサーバーは macOS を実行している必要があります。
• ビルドサーバーにはパブリック IP アドレスがなく、ビルドを開始するには CodePipeline 、パイプライ

ン IP アドレスがなく、パイプラインのリリースを自動化します。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• シミュレータを使用するか、物理デバイス上で手動テストを行うオンプレミスの iOS アプリケーション
構築プロセス

ターゲットテクノロジースタック

• アプリケーションのソースコードを保存するための AWS CodeCommit リポジトリ
• Xcode を使用してアプリケーションをビルドするための Jenkins サーバー
• 実際のデバイスでアプリケーションをテストするための AWS Device Farm デバイスプール

ターゲットアーキテクチャ

ユーザーがソースリポジトリに変更をコミットすると、パイプライン (AWS CodePipeline) はソースリポ
ジトリからコードを取得し、Jenkins ビルドを開始し、アプリケーションコードを Jenkins に渡します。
ビルド後、パイプラインはビルドアーティファクトを取得し、デバイスプールに対してアプリケーション
をテストするための AWS Device Farm ジョブを開始します。

Tools
• AWS CodePipeline — AWS CodePipeline はフルマネージド型の継続的デリバリーサービスで、アプリ

ケーションとインフラストラクチャの更新を迅速かつ高い信頼性で行うために、パイプラインのリリー
スを自動化します。 CodePipeline は、お客様が定義したリリースモデルに基づき、コードチェンジが
あった場合のフェーズの構築、テスト、およびデプロイを自動化します。

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は、安全な Git ベースのリポジトリをホストする完全マネージ
ド型のソース管理サービスです。これにより、チームは安全で拡張性の高いエコシステムでコードを簡
単に共同作業できます。 CodeCommit 独自のソース管理システムを運用する必要がなくなり、インフラ
ストラクチャのスケーリングに関する不安要素は排除され、お客様が独自のソース管理システムを運用
する必要がなくなります。

• AWS Device Farm — AWS Device Farm は、テストインフラストラクチャのプロビジョニングや管理を
行わずに、さまざまなデスクトップブラウザや実際のモバイルデバイスでウェブアプリやモバイルアプ
リケーションをテストすることで、ウェブアプリやモバイルアプリの品質を向上させることができるア
プリケーションテストサービスです。

• Jenkins — Jenkins は、デベロッパーがソフトウェアを構築し、テスト、デプロイできるようにする
オープンソースのオートメーションサーバーです。

728

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv1.html
https://git-scm.com/docs
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/devicefarm/latest/developerguide/welcome.html
https://www.jenkins.io/


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
ビルド環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

macOS を実行しているビルド
サーバーに Jenkins をインストー
ルします。

アプリケーションのビルドには 
Jenkins が使用されるため、まず
ビルドサーバーにインストール
する必要があります。このタス
クとそれ以降のタスクの詳細な
手順については、このパターン
の最後にある「関連リソース」
セクションにあるブログ投稿や
その他のリソースを参照してく
ださい。

DevOps

を Jenkins に設定する。 画面上の指示に従って Jenkins を
設定します。

DevOps

Jenkins 用の AWS CodePipeline 
プラグインをインストールしま
す。

Jenkins が AWS CodePipeline 
サービスとやり取りするには、
このプラグインを Jenkins サー
バーにインストールする必要が
あります。

DevOps

Jenkins フリースタイルプロジェ
クトを作成します。

Jenkins で、フリースタイルプ
ロジェクトを作成します。ト
リガーやその他のビルド設定オ
プションを指定するようにプロ
ジェクトを設定します。

DevOps

AWS Device Farm を設定

タスク 説明 必要なスキル

Device Farm プロジェクトを作成
します。

AWS Device Farm コンソールを
開きます。テスト用のプロジェ
クトとデバイスプールを作成し
ます。手順については、ブログ
記事を参照してください。

デベロッパー

ソースリポジトリを設定する

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リポジトリを作成
します。

ソースコードを保存するリポジ
トリを作成します。

DevOps

アプリケーションコードをリポ
ジトリにコミットします。

CodeCommit 作成したリポジト
リConnect。ローカルマシンから
リポジトリにコードをプッシュ
します。

DevOps
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関連リソース

パイプラインの設定

タスク 説明 必要なスキル

AWS でパイプラインを作成しま
す CodePipeline。

AWS CodePipeline コンソールを
開き、パイプラインを作成しま
す。パイプラインは CI/CD プロ
セスのすべてのフェーズを調整
します。手順については、ブロ
グ記事を参照してください。

DevOps

パイプラインにテストステージ
を追加します。

パイプラインを編集してテスト
ステージを追加し、それを AWS 
Device Farm と統合します。

DevOps

パイプラインを開始します。 「リリース変更」を選択して、
パイプラインと CI/CD プロセス
を開始します。

DevOps

アプリケーションテスト結果を表示する

タスク 説明 必要なスキル

テスト結果を検討します。 AWS Device Farm コンソール
で、作成したプロジェクトを選
択し、テストの結果を確認しま
す。コンソールには各テストの
詳細が表示されます。

デベロッパー

関連リソース
S:tep-by-step このパターンに関する指示

• AWS とモバイルサービスを使った iOS および iPadOS DevOps アプリケーションの構築とテスト (AWS 
DevOps ブログ記事)

AWS Device Farm を設定

• AWS Device Farm コンソール

ソースリポジトリの設定

• AWS CodeCommit リポジトリを作成する
• AWS CodeCommit リポジトリConnect する

パイプラインの設定

• AWS CodePipeline コンソール

その他のリソース
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ルールパックを使用して、AWS CDK CloudFormation 

アプリケーションまたはテンプレートで
ベストプラクティスを確認してください

• AWS CodePipeline ドキュメント
• AWS CodeCommit ドキュメント
• AWS Device Farm に関するドキュメント
• ジェンキンズドキュメンテーション
• macOS へのジェンキンスのインストール
• ジェンキンス用 AWS CodePipeline プラグイン
• Xcode のインストール
• AWS CLI のインストールと設定
• Git ドキュメンテーション

cdk-nag ルールパックを使用して、AWS CDK 
CloudFormation アプリケーションまたはテンプ
レートでベストプラクティスを確認してください

アルン・ドンティによって作成されました

環境: 本番稼働用 テクノロジー: DevOps; セキュリ
ティ、アイデンティティ、コン
プライアンス

ワークロード: オープンソースの

AWS サービス: AWS CDK

概要
このパターンは、cdk-nag ユーティリティを使用して、ルールパックを組み合わせて使用して AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK) アプリケーションのベストプラクティスを確認する方法を説明していま
す。 cdk-nagは、cfn_nagに触発されたオープンソースプロジェクトです。AWS CDK アスペクトを使用し
て、AWS ソリューションライブラリ、Health 保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA)、米国
標準技術研究所 (NIST) 800-53 などの評価パックにルールを実装しています。これらのパックに含まれる
ルールを使用して AWS CDK アプリケーションのベストプラクティスを確認したり、ベストプラクティス
に基づいてコードを検出して修正したり、評価に使用したくないルールを抑制したりできます。 

cdk-nag を使用して cloudformation-include モジュールを使用して AWS CloudFormation テンプレートを
確認することもできます。

入手可能なすべてのパックについては、cdk-nag リポジトリの Rules セクションを参照してください。評
価パックは以下に対応しています。

• AWS ソリューションライブラリ
• HIPAA セキュリティ
• NIST の「800-53 rev 4」
• NIST の「800-53 rev 5」
• の Payment Card Industry (PCI DSS) 3.2.1

前提条件と制限
前提条件
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Tools

• AWS CDK を使用するアプリケーション

Tools
• AWS CDK (AWS CDK) は、コードでCloud Development Kit インフラストラクチャを定義し、AWS を通

じてプロビジョニングするための、ソフトウェア開発フレームワーク (コードでクラウドインフラスト
ラクチャを定義し、プロビジョニングするための) CloudFormation ソフトウェア開発フレームワークで
す。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し
たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。テンプレートを使用してリソー
スとその依存関係を記述し、リソースを個別に管理する代わりに、それらをスタックとしてまとめて起
動および構成できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにわたってスタックを管理および
プロビジョニングできます。 

エピック
cdk-nag を AWS CDK アプリケーションと統合する

タスク 説明 必要なスキル

cdk-nag について学んでくださ
い。

cdk-nag GitHub リポジトリに移
動し、ドキュメントに目を通し
てください。

アプリケーションデベロッパー

cdk-nag パッケージを AWS CDK 
アプリケーションにインストー
ルします。

AWS CDK アプリケーションで
cdk-nag を使用するには、最初
にインストールする必要があり
ます。 cdk-nag は PyPI、npm 
NuGet、および Apache Maven 
からダウンロードできます。
入手可能なバージョンとダウ
ンロード場所に関する最新情報
については、リポジトリ内の
Readme ファイルを参照してく
ださい。

アプリケーションデベロッパー

お選びください NagPacks. cdk-nag には、呼び出されるルー
ルのさまざまなパックがありま
すNagPacks。 NagPack それぞ
れには、特定の標準に準拠する
ルールが含まれています。たと
えば、AWS NagPack ソリュー
ションには一般的なベストプラ
クティスが含まれており、NIST 
800-53 rev 5 NagPack はコン
プライアンスに役立ちます。 
NagPacks アプリケーションに
は複数のパックを適用でき、必
要に応じてパックを追加および
削除できます。利用可能なパッ
クの一覧については、 GitHub 
リポジトリの Readme ファイ
ルを参照してください。各パッ

アプリケーションデベロッパー
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
クの個々のルールについては、 
GitHub リポジトリの「ルール」
セクションを参照してくださ
い。

cdk-nag を AWS CDK アプリ
ケーションに統合します。

cdk-nagは、アプリケーション全
体のレベルでアプリケーション
に統合することも、アプリケー
ションの個々のステージまたは
スタックに統合することもでき
ます。たとえば、AWS ソリュー
ションと HIPAA NagPacks セ
キュリティをアプリケーション
全体のレベルで AWS CDK v2 
TypeScript アプリケーションに
統合するには、次のコードを使
用できます。

import { App, Aspects } from 
 'aws-cdk-lib';
import { CdkTestStack } from 
 '../lib/cdk-test-stack';
import { AwsSolutionsChecks, 
 HIPAASecurityChecks } from 
 'cdk-nag';

const app = new App();
new CdkTestStack(app, 
 'CdkNagDemo');
// Simple rule informational 
 messages
Aspects.of(app).add(new 
 AwsSolutionsChecks());
// Additional explanations 
 on the purpose of triggered 
 rules
Aspects.of(app).add(new 
 HIPAASecurityChecks({ verbose: 
 true }));

アプリケーションデベロッパー

関連リソース
• cdk-nag コードリポジトリ
• コンストラクトハブのcdk-nag

Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセ
スを設定する

シャシ・ダルミア (AWS) とジェイ・エンジャムーリ (AWS) によって作成されました
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概要

環境:プロダクション テクノロジー: DevOps; データ
ベース; セキュリティ、アイデン
ティティ、コンプライアンス

AWS サービス:Amazon 
DynamoDB、AWS Identity and 
Access Management、AWS 
Lambda

概要
このパターンは、Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセスを設定するためのステップを説明し
ています。Amazon Web Services (AWS) サービスは、同じ AWS Identity and Access Management (IAM) 
アクセス許可がデータベース内で設定されている場合に、同じ AWS アカウントにある DynamoDB テーブ
ルにアクセスできます。ただし、別の AWS アカウントからアクセスするには、IAM 権限を設定し、2 つ
のアカウント間の信頼関係を確立する必要があります。

このパターンでは、あるアカウントの AWS Lambda 関数が別のアカウントの DynamoDB テーブルを読み
書きするように設定する方法を示す手順とサンプルコードを提供します。

前提条件と制限
• 2 つのアクティブな AWS アカウント。このパターンでは、これらの口座を口座 A と口座 B と呼びま

す。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされ、アカウント A にアクセスす

るように設定され、DynamoDB データベースを作成します。このパターンの他のステップで
は、IAM、DynamoDB、Lambda コンソールの使用方法について説明します。代わりに AWS CLI を使用
する予定の場合は、両方のアカウントにアクセスするように設定してください。

アーキテクチャ
次の図では、AWS Lambda、Amazon EC2、DynamoDB はすべて同じアカウントにあります。このシナリ
オでは、Lambda 関数と Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスが DynamoDB にア
クセスできます。

別の AWS アカウントのリソースが DynamoDB にアクセスしようとする場合、クロスアカウントアク
セスと信頼関係を設定する必要があります。たとえば、次の図では、アカウント A の DynamoDB とア
カウント B の Lambda 関数間のアクセスを有効にするには、エピックセクションで説明されているよう
に (p. 735)、アカウント間に信頼関係を作成し、Lambda サービスとユーザーに適切なアクセス権を付与
する必要があります。 

Tools
AWS サービス

• Amazon DynamoDB はフルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラビ
リティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティ
ングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あ
たり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に
対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。
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叙事詩

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用許可があるかをコントロールし
て、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

Code

このパターンには、「追加情報 (p. 744)」セクションに、アカウント A の DynamoDB テーブルへの書
き込みと読み取りを行うようにアカウント B の Lambda 関数を設定する方法を示すサンプルコードが含ま
れています。このコードは、説明とテストのみを目的として提供されています。このパターンを本番環境
に実装する場合は、コードをリファレンスとして使用し、独自の環境に合わせてカスタマイズしてくださ
い。

このパターンは、Lambda と DynamoDB によるクロスアカウントアクセスを示しています。他の AWS 
サービスにも同じ手順を使用できますが、必ず両方のアカウントで適切な権限を付与して設定してくださ
い。たとえば、アカウント A の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースへのア
クセスを許可する場合、そのデータベースのロールを作成し、それを信頼関係にバインドします。アカウ
ント B で、AWS Lambda の代わりに Amazon EC2 を使用する場合は、それぞれの IAM ポリシーとロール
を作成し、それらを EC2 インスタンスにアタッチします。

叙事詩
アカウント A に DynamoDB テーブルを作成する

タスク 説明 必要なスキル

アカウント A に DynamoDB テー
ブルを作成します。

アカウント A に AWS CLI を設定
したら、次の AWS CLI コマンド
を使用して DynamoDB テーブル
を作成します。

 aws dynamodb create-table \ 
    --table-name Table-
Acccount-A \ 
    --attribute-definitions 
 \ 
      
 AttributeName=category,AttributeType=S 
 \ 
      
 AttributeName=item,AttributeType=S 
 \ 
    --key-schema \ 
      
 AttributeName=category,KeyType=HASH 
 \ 
      
 AttributeName=item,KeyType=RANGE 
 \ 
    --provisioned-throughput 
 \ 
      
 ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5

テーブルの作成の詳細について
は、DynamoDB のドキュメント
を参照してください。

AWS DevOps
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叙事詩

アカウント A にロールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

アカウント A にロールを作成し
ます。

このロールは、アカウント B が
アカウント A にアクセスする
権限を得るために使用します。
ロールを作成するには:

1. アカウント Ahttps://
<account-ID-
for-Account-
A>.signin.aws.amazon.com/
console にサインインしま
す。

2. IAM コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

3. コンソールのナビゲーション
ペインで、[ロール]、[ロール
の作成] の順に選択します。

4. [信頼できるエンティティを選
択] で [AWS アカウント] を選
択し、[AWS アカウント] セク
ションで [別の AWS アカウン
ト] を選択します。

5. [アカウント ID] に、アカウン
ト B の ID を入力します。

6. [Next: Permissions] (次のス
テップ: アクセス許可) を選択
します。

7. フィルターポリシーボックス
に DynamoDB と入力します。

8. DynamoDB ポリシーのリスト
で、AmazonDynamoDB を選
択しますFullAccess。

注:このポリシー
は、DynamoDB のすべての
アクションを許可します。
セキュリティのベストプラク
ティスとしては、常に必要な
アクセス許可のみを付与して
ください。代わりに選択でき
る他のポリシーのリストにつ
いては、IAM ドキュメントの
「ポリシー例」を参照してく
ださい。

9. 「次へ:名前を付けて確認し、
作成する」を選択します。

10.[ロール名] には、ロールに
固有の名前 (DynamoDB-
FullAccess-For-Account-B な

AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ど) を入力し、オプションで
ロールの説明を追加します。

11.すべてのセクションを確認
し、(オプションで) タグを
キー-値のペアとしてアタッチ
して、メタデータをロールに
追加します。

12.[Create role] (ロールの作成) を
選択します。

ロールの作成の詳細について
は、IAM ドキュメントを参照し
てください。

アカウント A のロールの ARN を
書き留めます。

1. IAM コンソールのナビゲー
ションペインで、[Roles] を選
択します。

2. 検索ボックスに DynamoDB-
FullAccess-For-Account-B (ま
たは前のストーリーで作成し
たロール名) と入力し、ロール
を選択します。

3. ロールの概要ページ
で、Amazon リソースネーム 
(ARN) をコピーします。ARN 
は、アカウント B で Lambda 
コードを設定するときに使用
します。

AWS DevOps

アカウント B からアカウント A へのアクセスを設定

タスク 説明 必要なスキル

アカウント A にアクセスするた
めのポリシーを作成します。

1. アカウント Bhttps://
<account-ID-
for-Account-
B>.signin.aws.amazon.com/
console にサインインしま
す。

2. IAM コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

3. コンソールのナビゲーション
ペインで、[ポリシー] を選択
し、[ポリシーの作成] を選択
します。

4. [JSON] タブを選択します。
5. 以下の JSON ドキュメントを

入力または貼り付けます。

{ 

AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
    "Version": 
 "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Resource": 
 "arn:aws:iam::<Account-
A-ID>:role/DynamoDB-
FullAccess-For-Account-B" 
        } 
    ]
}

Resourceこのプロパティに
は、前のストーリーでアカウ
ント A 内で作成したロールの 
ARN が含まれています。

6. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選
択します。

7. (オプション) タグをキー - 値
のペアとしてアタッチして、
メタデータをポリシーに追加
します。

8. [Next: Review] (次のステップ: 
レビュー) を選択します。

9. [ポリシー名] には、ポリシー
の一意の名前 (DynamoDB-
FullAccess-Policy-in-account-
A など) を入力し、オプション
でポリシーの説明を追加しま
す。

10.[Create policy] (ポリシーの作
成) を選択します。

ポリシーの作成の詳細について
は、IAM ドキュメントを参照し
てください。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ポリシーに基づいてロールを作
成します。

このロールは、アカウント B の 
Lambda 関数がアカウント A の 
DynamoDB テーブルからの読
み取りと書き込みに使用されま
す。

1. アカウント B の IAM コンソー
ルのナビゲーションペインで 
[ロール] を選択し、[ロールの
作成] を選択します。

2. [Select type of trusted entity 
(信頼されたエンティティのタ
イプの選択)] で、[AWS サービ
ス] を選択します。

3. ユースケースとして
は、Lambda を選択してくだ
さい。

4. [Next: Permissions] (次のス
テップ: アクセス許可) を選択
します。

5. フィルターポリシーボックス
に DynamoDB と入力します。

6. DynamoDB ポリシーのリスト
で、前のストーリーで作成し
た DynamoDB-FullAccess-ア
カウント内のポリシー-A を選
択します。

7. 「次へ:名前を付けて確認し、
作成する」を選択します。

8. [ロール名] には、ロールに
固有の名前 (DynamoDB-
FullAccess-in-account-A など) 
を入力し、オプションでロー
ルの説明を追加します。

9. すべてのセクションを確認
し、(オプションで) タグを
キー-値のペアとしてアタッチ
して、メタデータをロールに
追加します。

10.[Create role] (ロールの作成) を
選択します。

これで、このロールを次のエ
ピックの Lambda 関数にアタッ
チできるようになりました。

ロールの作成の詳細について
は、IAM ドキュメントを参照し
てください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

アカウント B で Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

DynamoDB にデータを書き込む 
Lambda 関数を作成します。

1. アカウント Bhttps://
<account-ID-
for-Account-
B>.signin.aws.amazon.com/
console にサインインしま
す。

2. Lambda コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
lambda/) を開きます。

3. コンソールのナビゲーション
ペインで [関数] を選択し、
次に [関数の作成] を選択しま
す。

4. [名前] に
「lambda_write_function」と
入力します。

5. [ランタイム] には、Python 3.8
以降を選択します。

6. [権限] の [既定の実行ロールの
変更] で、[既存のロールを使
用する] を選択します。

7. [既存のロール] には、
[DynamoDB-FullAccess-イン
アカウント-A] を選択します。

8. [Create function] (関数の作成) 
を選択します。

9. 「コード」タブに、「追加情
報 (p. 744)」セクションで
提供されている Lambda 書
き込み関数のサンプルコード
をこのパターンで貼り付けま
す。RoleArnフィールドには
必ず正しいロール ARN (「ア
カウント A でロールを作成」
を参照) を入力し、アカウン
ト A の DynamoDB テーブル
を作成する場所 (エピックの
「アカウント A で DynamoDB 
テーブルを作成する」か
ら)region_name に変更し
てください。これを行わない
と、ResourceNotFoundExceptionエ
ラーになります。

10.コードをデプロイするには、
[Deploy] を選択します。

11.Test を選択して関数を実行
します。これにより、テスト
イベントを設定するように求
められます。好きな名前 (な
ど) で新しいイベントを作成

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
しMyTestEventForWrite、設定
を保存します。

12.[Test] を選択して関数を再実
行します。これにより、指定
したイベント名でコードが実
行されます。

13.関数からの出力を確
認します。追加情報
の (p. 744)「Lambda 書き
込み関数」セクションに表示
されている出力と似ているは
ずです。この出力は、関数が
アカウント A の DynamoDB 
テーブルにアクセスし、デー
タを書き込むことができたこ
とを示しています。

Lambda 関数の詳細について
は、Lambda のドキュメントを参
照してください。

741

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/getting-started-create-function.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/getting-started-create-function.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

DynamoDB からデータを読み取
る Lambda 関数を作成します。

1. Lambda コンソールのナビ
ゲーションペインで [関数] を
選択し、[関数の作成] を選択
します。

2. [名前] に
「lambda_read_function」と
入力します。

3. [ランタイム] には、Python 3.8
以降を選択します。

4. [権限] の [既定の実行ロールの
変更] で、[既存のロールを使
用する] を選択します。

5. [既存のロール] には、
[DynamoDB-FullAccess-イン
アカウント-A] を選択します。

6. [Create function] (関数の作成) 
を選択します。

7. 「コード」タブに、「追加
情報 (p. 744)」セクション
で提供されている Lambda 
read 関数のサンプルコード
をこのパターンに貼り付けま
す。RoleArnフィールドには
必ず正しいロール ARN (「ア
カウント A でロールを作成」
を参照) を入力し、アカウン
ト A の DynamoDB テーブル
を作成する場所 (エピックの
「アカウント A で DynamoDB 
テーブルを作成する」か
ら)region_name に変更し
てください。これを行わない
と、ResourceNotFoundExceptionエ
ラーになります。

8. コードをデプロイするには、
[Deploy] を選択します。

9. Test を選択して関数を実行
します。これにより、テスト
イベントを設定するように求
められます。好きな名前 (な
ど) で新しいイベントを作成
しMyTestEventForRead、設定
を保存します。

10.[Test] を選択して関数を再実
行します。これにより、指定
したイベント名でコードが実
行されます。

11.関数からの出力を確
認します。追加情報
の (p. 744)「Lambda 読み
取り関数」セクションに表示
されている出力と似ているは
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ずです。この出力は、関数が
アカウント A の DynamoDB 
テーブルにアクセスし、テー
ブルに追加したデータを読み
取ることができたことを示し
ています。

Lambda 関数の詳細について
は、Lambda のドキュメントを参
照してください。

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

作成したリソースを削除しま
す。

このパターンをテスト環境また
は概念実証 (PoC) 環境で実行す
る場合は、コストが発生しない
ように、作成したリソースを削
除してください。

1. アカウント B で、DynamoDB 
に接続するために作成した 2 
つの Lambda 関数とその他の
リソースを削除します。

2. アカウント A で、作成した 
DynamoDB テーブルを削除し
ます。

3. IAM ポリシーにはコストが
かからないため、そのまま使
用できます。ただし、セキュ
リティ上の理由から、このパ
ターン用に作成した次のロー
ルとポリシーを削除すること
をお勧めします。
• アカウント A: DymamoDB-

アカウント A のフルアクセ
スロール

• アカウント B:
DynamoDBFullAccess-イン
アカウント A ロール

• アカウント B: DynamoDB-
FullAccess-アカウント内ポ
リシー-A ポリシー

AWS DevOps

関連リソース
• AWS CLI の使用を開始する (AWS CLI ドキュメント)
• AWS CLI の設定 (AWS CLI ドキュメント)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• DynamoDB を使い始める (DynamoDB ドキュメント)
• Lambda の使用を開始する (AWS Lambda ドキュメント)
• IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成 (IAM ドキュメント)
• IAM ポリシーの作成 (IAM ドキュメント)
• クロスアカウントポリシーの評価論理 (IAM ドキュメント)
• IAM JSON ポリシー要素のリファレンス (IAM ドキュメント)

追加情報
このセクションのコードは、説明とテストのみを目的として提供されています。このパターンを本番環境
に実装する場合は、コードをリファレンスとして使用し、独自の環境に合わせてカスタマイズしてくださ
い。

Lambda 書き込み関数

サンプルコード

import boto3
from datetime import datetime

sts_client = boto3.client('sts')
sts_session = sts_client.assume_role(RoleArn='arn:aws:iam::<Account-A ID>:role/DynamoDB-
FullAccess-For-Account-B', RoleSessionName='test-dynamodb-session')

KEY_ID = sts_session['Credentials']['AccessKeyId']
ACCESS_KEY = sts_session['Credentials']['SecretAccessKey']
TOKEN = sts_session['Credentials']['SessionToken']

dynamodb_client = boto3.client('dynamodb', 
                               region_name='<DynamoDB-table-region-in-account-A',  
                               aws_access_key_id=KEY_ID,  
                               aws_secret_access_key=ACCESS_KEY,  
                               aws_session_token=TOKEN)

def lambda_handler(event, context): 
     now = datetime.now() 
     date_time = now.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S") 
     data = dynamodb_client.put_item(TableName='Table-Acccount-A', Item={"category": {"S": 
 "Fruit"},"item": {"S": "Apple"},"time": {"S": date_time}}) 
     return data

サンプル出力

Lambda 読み取り関数

サンプルコード

import boto3
from datetime import datetime

sts_client = boto3.client('sts')
sts_session = sts_client.assume_role(RoleArn='arn:aws:iam::<Account-A ID>:role/DynamoDB-
FullAccess-For-Account-B', RoleSessionName='test-dynamodb-session')
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon EKS 上のアプリケー

ション用に相互 TLS を設定する

KEY_ID = sts_session['Credentials']['AccessKeyId']
ACCESS_KEY = sts_session['Credentials']['SecretAccessKey']
TOKEN = sts_session['Credentials']['SessionToken']

dynamodb_client = boto3.client('dynamodb',  
                               region_name='<DynamoDB-table-region-in-account-A>',  
                               aws_access_key_id=KEY_ID,  
                               aws_secret_access_key=ACCESS_KEY,  
                               aws_session_token=TOKEN)

def lambda_handler(event, context): 
     response = dynamodb_client.get_item(TableName='Table-Acccount-A', Key={'category':
{'S':'Fruit'}, 'item':{'S':'Apple'}}) 
     return response

サンプル出力

Amazon EKS で実行されるアプリケーションの相
互 TLS 認証を設定する

マヘンドラ・シッダッパ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; セキュリ
ティ、アイデンティティ、コン
プライアンス

AWS サービス:アマゾン 
EKS、Amazon Route 53

概要
証明書ベースの相互トランスポート層セキュリティ (TLS) は、サーバーとクライアント間の双方向のピア
認証を提供するオプションの TLS コンポーネントです。相互 TLS では、クライアントはセッションネゴ
シエーションプロセス中に X.509 証明書を提供する必要があります。サーバーは、この証明書を使用して
クライアントを識別し、認証します。

相互 TLS は、モノのインターネット (IoT) アプリケーションの一般的な要件であり、 business-to-
business オープンバンキングなどのアプリケーションまたは標準にも使用できます。

このパターンでは、NGINX イングレスコントローラーを使用して、Amazon Elastic Kubernetes Service 
(EKS) クラスターで実行されているアプリケーションに相互 TLS を設定する方法について説明します。
入力リソースに注釈を付けることで、NGINX 入力コントローラーの組み込み相互 TLS 機能を有効にでき
ます。NGINX コントローラーの相互 TLS アノテーションの詳細については、Kubernetes ドキュメントの
「クライアント証明書認証」を参照してください。

重要:このパターンでは、自己署名証明書を使用するパターンです。このパターンは、本番環境ではなくテ
ストクラスターのみで使用することをお勧めします。このパターンを本番環境で使用する場合は、AWS プ
ライベート認証局 (AWS Private CA) または既存の公開鍵インフラストラクチャ (PKI) 標準を使用してプラ
イベート証明書を発行できます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services (AWS) アカウント。
• 既存の Amazon EKS クラスター。
• macOS、Linux、または Windows にインストールして設定された AWS コマンドラインインターフェイ

ス (AWS コマンドラインインターフェイス) バージョン 1.7 以降。
• Amazon EKS クラスターにアクセスできるようにインストールして設定された kubectl コマンドライン

ユーティリティ。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストール」を参照し
てください。

• アプリケーションをテストするための既存のドメインネームシステム (DNS) 名。

機能制限

• このパターンでは、自己署名証明書を使用するパターンです。このパターンは、本番環境ではなくテス
トクラスターのみで使用することをお勧めします。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• Amazon EKS
• Amazon Route 53
• Kubectl

Tools
• Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) では、独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノー

ドをインストール、維持することなく、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるようにするAmazon で 
Kubernetes を簡単に実行できるようにするAmazon Elastic Kubernetes Service (EKS) サービスです。

• Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたDNS ウェブサービスです。
• Kubectl は、Amazon EKS クラスターを操作するために使用するコマンドラインユーティリティです。

叙事詩
自己署名証明書を生成して、自己署名証明書を生成します。

タスク 説明 必要なスキル

CA キーと証明書を生成します。 次のコマンドを使用して、認証
機関 (CA) キーと証明書を生成し
て、認証機関 (CA) キーと証明書
を生成します。

openssl req -x509 -sha256 
 -newkey rsa:4096 -keyout 

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
 ca.key -out ca.crt -days 
 356 -nodes -subj '/CN=Test 
 Cert Authority'

サーバーキーと証明書を生成
し、CA 証明書で署名します。

次のコマンドを実行して、サー
バーキーと証明書を生成し、CA 
証明書で署名します。

openssl req -new -
newkey rsa:4096 -keyout 
 server.key -out server.csr 
 -nodes -subj '/CN= 
 <your_domain_name> ' && 
 openssl x509 -req -sha256 
 -days 365 -in server.csr 
 -CA ca.crt -CAkey ca.key 
 -set_serial 01 -out 
 server.crt

重要:<your_domain_name>必
ず既存のドメイン名に置き換え
てください。

DevOps エンジニア

クライアントキーと証明書を生
成し、CA 証明書で署名します。

クライアントキーと証明書を生
成し、次のコマンドを実行して 
CA 証明書で署名します。

openssl req -new -newkey 
 rsa:4096 -keyout client.key 
 -out client.csr -nodes -
subj '/CN=Test' && openssl 
 x509 -req -sha256 -days 365 
 -in client.csr -CA ca.crt -
CAkey ca.key -set_serial 02 
 -out client.crt

DevOps エンジニア

NGINX イングレスコントローラーのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EKS クラスターに 
NGINX イングレスコントロー
ラーをデプロイして、NGINX 
コントローラーをデプロイしま
す。

次のコマンドを使用し
て、NGINX 入力コントローラー
をデプロイして、NGINX 入力
コントローラーをデプロイしま
す。

kubectl apply -f https://
raw.githubusercontent.com/
kubernetes/ingress-nginx/
controller-v1.5.1/deploy/
static/provider/aws/
deploy.yaml

DevOps エンジニア

NGINX 入力コントローラーサー
ビスが実行中であることを確認

次のコマンドを使用し
て、NGINX 入力コントローラー

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
して、NGINX 入力コントロー
ラーサービスが実行中であるこ
とを確認します。

サービスが実行中であることを
確認するには、次のコマンドを
使用して、NGINX 入力コント
ローラーサービスが実行中であ
ることを確認します。

kubectl get svc -n ingress-
nginx

重要:サービスアドレスのフィー
ルドに Network Load Balancer の
ドメイン名が含まれていること
を確認してください。

Amazon EKS クラスターに名前空間を作成して、相互 TLS をテストします。

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EKS クラスターにネー
ムスペースを作成します。

次のコマンドを使用し
て、Amazon EKSmtls クラス
ターにという名前空間を Amazon 
EKS クラスターにという名前空
間を作成します。

kubectl create ns mtls

これにより、サンプルアプリ
ケーションがデプロイされ、相
互 TLS がテストされます。

DevOps エンジニア

サンプルアプリケーションのデプロイとサービスの作成

タスク 説明 必要なスキル

Kubernetes デプロイメントと
サービスを mtls 名前空間に作成
します。

mtls.yaml という名前のファイ
ルを作成します。ファイルに次
のコードを貼り付けます。

kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
metadata: 
  name: mtls-app 
  labels: 
    app: mtls
spec: 
  replicas: 1 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: mtls 
  template: 
    metadata: 
      labels: 

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
        app: mtls 
    spec: 
      containers: 
      - name: mtls-app 
        image: hashicorp/
http-echo 
        args: 
          - "-text=mTLS is 
 working"

---

kind: Service
apiVersion: v1
metadata: 
  name: mtls-service
spec: 
  selector: 
    app: mtls 
  ports: 
    - port: 5678 # Default 
 port for image

次のコマンドを使用し
て、Kubernetesmtls デプロイ
とサービスをネームスペースに 
Kubernetes デプロイとサービ
スをネームスペースに作成しま
す。

kubectl create -f mtls.yaml 
 -n mtls

Kubernetes デプロイメントが
作成されていることを確認しま
す。

デプロイが作成され、使用可能
なステータスの Pod が 1 つある
ことを確認するには、次のコマ
ンドを実行して、デプロイが作
成されたことを確認するには、
次のコマンドを実行して、デプ
ロイが作成されたことを確認し
ます。

kubectl get deploy -n mtls

DevOps エンジニア

Kubernetes サービスが作成され
たことを確認して、Kubernetes 
サービスが作成されたことを確
認します。

次のコマンドを使用し
て、Kubernetes サービス
が作成されたことを確認し
て、Kubernetes サービスが作成
されたことを確認します。

kubectl get service -n mtls

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

mtls 名前空間にシークレットを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

Ingress リソースのシークレット
を作成します。

次のコマンドを実行して、以前
に作成した証明書を使用して 
NGINX Ingress コントローラー
のシークレットを作成します。

kubectl create secret 
 generic mtls-certs --from-
file=tls.crt=server.crt --
from-file=tls.key=server.key 
 --from-file=ca.crt=ca.crt -
n mtls 

シークレットには、クライアン
トがサーバーを識別するための
サーバー証明書と、サーバーが
クライアント証明書を検証する
ためのCA証明書があります。
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mtls 名前空間に入力リソースを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

mtls 名前空間に入力リソースを
作成します。

ingress.yaml という名前の
ファイルを作成します。ファイ
ルに次のコードを貼り付けます 
(<your_domain_name>既存の
ドメイン名に置き換えて)、ファ
イルに次のコードを貼り付けま
す。

apiVersion: 
 networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata: 
  annotations: 
    
 nginx.ingress.kubernetes.io/
auth-tls-verify-client: "on" 
    
 nginx.ingress.kubernetes.io/
auth-tls-secret: mtls/mtls-
certs 
  name: mtls-ingress
spec: 
  ingressClassName: nginx 
  rules: 
  - host: 
 "*.<your_domain_name>" 
    http: 
      paths: 
      - path: / 
        pathType: Prefix 
        backend: 
          service: 

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
            name: mtls-
service 
            port: 
              number: 5678 
  tls: 
  - hosts: 
    - "*.<your_domain_name>" 
    secretName: mtls-certs

次のコマンドを使用し
て、mtlsネームスペースに 
Ingress リソースをネームスペー
スに作成します。

kubectl create -f 
 ingress.yaml -n mtls

つまり、NGINX Ingress コント
ローラーはトラフィックをサ
ンプルアプリケーションにルー
ティングできます。

入力リソースが作成されている
ことを確認します。

次のコマンドを使用し
て、Ingress リソースが作成さ
れたことを確認して、Ingress リ
ソースが作成されたことを確認
します。

kubectl get ing -n mtls

重要:入力リソースのアドレス
に、NGINX Ingress コントロー
ラー用に作成されたロードバラ
ンサーが表示されていることを
確認してください。

DevOps エンジニア

ホスト名をロードバランサーを指すように DNS を設定する

タスク 説明 必要なスキル

NGINX 入力コントローラーの
ロードバランサーを指す CNAME 
レコードを作成します。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして Amazon 
Route 53 コンソールを開
き、NGINXmtls.<your_domain_name>
イングレスコントローラーの
ロードバランサーを指す正規名 
(CNAME) レコードを作成しま
す。

詳細については、Route 53 ド
キュメントの「Route 53 コン
ソールを使用したレコードの作
成」を参照してください。

DevOps エンジニア
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アプリケーションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

証明書なしで相互 TLS の設定を
テストします。

以下のコマンドを実行します。

curl -k https://
mtls.<your_domain_name> 

「400 必要な SSL 証明書は送
信されませんでした」という
エラー応答が表示されるはずで
す。

DevOps エンジニア

証明書を使用して相互 TLS の設
定をテストします。

以下のコマンドを実行します。

curl -k https://
mtls.<your_domain_name> 
 --cert client.crt --key 
 client.key

「mTLS は動作しています」とい
う応答が表示されるはずです。

DevOps エンジニア

関連リソース
• Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成
• Amazon EKS の NGINX イングレスコントローラーでNetwork Load Balancer を使用する
• クライアント証明書認証

Firelens ログルーターを使用して Amazon ECS 用
のカスタムログパーサーを作成する

作成者:ヴァルン・シャルマ (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: DevOps; コンテナ
とマイクロサービス

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon ECS

概要
Firelens は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と AWS Fargate のログルーターで
す。Firelens を使用して、コンテナログを Amazon ECS から Amazon CloudWatch やその他の宛先 
(Splunk や Sumo Logic など) にルーティングできます。Firelens は Fluentd または Fluent Bit をロギング
エージェントとして使用します。つまり、Amazon ECS タスク定義パラメータを使用してログをルーティ
ングできます。
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ソースレベルでログを解析することを選択することで、ログデータを分析し、クエリを実行して、運用上
の問題に効率的かつ効果的に対応できます。アプリケーションごとにロギングパターンが異なるため、ロ
グを構造化して最終宛先での検索を容易にするカスタムパーサーを使用する必要があります。

このパターンでは、Firelens ログルーターとカスタムパーサーを使用して、Amazon ECS で実行されてい
るサンプル Spring Boot CloudWatch アプリケーションからログをプッシュ配信します。その後、Amazon 
CloudWatch Logs Insights を使用して、カスタムパーサーによって生成されたカスタムフィールドに基づ
いてログをフィルタリングできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services (AWS) アカウント
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)。ローカルマシンにインストールされ設定されています。
• ローカルマシンにインストールされ設定されている Docker。
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にある既存の Spring Boot ベースのコンテナ化された

アプリケーション 

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• CloudWatch
• Amazon ECR
• Amazon ECS
• Fargate
• Docker
• Fluent Bit

Tools
• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、信頼性を備えた 

AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、

停止、管理を簡単に行うことのできる、高度にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。
• AWS Identity and Access Management (IAM) — IAM は、AWS のサービスへのアクセスをセキュアに制

御するためのウェブサービスです。
• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して 

AWS のサービスとやり取りするためのオープンソースツールです。
• Docker — Docker は、アプリケーションの開発、配布、実行のためのオープンプラットフォームです。

Code

このパターンには次のファイルが添付されています。

• customFluentBit.zip— カスタム解析と構成を追加するためのファイルが含まれます。
• firelens_policy.json— IAM ポリシーを作成するためのポリシードキュメントが含まれています。
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• Task.json— Amazon ECS のサンプルタスク定義が含まれています。

叙事詩
カスタム・フルーエント・ビット・イメージの作成

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECR リポジトリを作成
します。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
ECR コンソールを開いて、
というリポジトリを作成しま
すfluentbit_custom。

詳細については、Amazon ECR 
ドキュメントの「リポジトリの
作成」を参照してください。

システム管理者、開発者

customFluentBit.zip パッケージ
を解凍します。

 

1. customFluentBit.zipパッ
ケージ (添付) をローカルマシ
ンにダウンロードします。 

2. 次のコマンドを実行し
て、customFluentBitディ
レクトリに解凍し
ます。unzip -d 
customFluentBit.zip

3. このディレクトリには、カス
タム解析と構成を追加するた
めに必要な次のファイルが含
まれています。
• parsers/
springboot_parser.conf— 
parser ディレクティブを含
み、カスタムパーサーの正
規表現 (regex) パターンを定
義します。特定のパーサー
に正規表現パターンを追加
できます。

•  conf/
parse_springboot.conf— 
フィルタとサービスディレ
クティブが含まれます。

• Dockfile

 

カスタム Docker イメージを作成
します。

1. ディレクトリを
customFluentBit に変更し
ます。

2. Amazon ECR コンソールを開
き、fluentbit_customリポ
ジトリを選択して、[プッシュ
コマンドを表示] を選択しま
す。 

システム管理者、開発者

754

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/repository-create.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/repository-create.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
3. プロジェクトをアップロード

します。 
4. アップロードが完了したら、

ビルドの URL をコピーしま
す。この URL は、Amazon 
ECS でコンテナを作成すると
きに必要です。

詳細については、Amazon ECR 
ドキュメントの「Docker イメー
ジのプッシュ」を参照してくだ
さい。 

Amazon ECS クラスターを設定する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECS クラスターを作成
します。

Amazon ECS クラスターを作
成するには、Amazon ECS ド
キュメントの「クラスターの作
成」の「ネットワーク専用テン
プレート」セクションの指示に
従います。

[Note:] (メモ:) Amazon ECS ク
ラスター用の新しい仮想プライ
ベートクラウド (VPC) を作成す
るには、必ず [Create VPC] を選
択してください。

システム管理者、開発者

Amazon ECS タスクを設定する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECS タスク実行 IAM 
ロールを設定します。

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy管
理ポリシーを使用して Amazon 
ECS タスク実行 IAM ロール
を作成します。詳細について
は、Amazon ECS ドキュメント
の「Amazon ECS タスク実行 
IAM ロール」を参照してくださ
い。

[Note:] (メモ:) IAM ロールの 
Amazon リソースネーム (ARN) 
を必ず記録します。

システム管理者、開発者

IAM ポリシーを Amazon ECS タ
スク実行 IAM ロールにアタッチ
します。

1. firelens_policy.json(添
付の) ポリシードキュメン
トを使用して IAM ポリシー
を作成します。詳細につい
ては、IAM ドキュメントの 

システム管理者、開発者
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タスク 説明 必要なスキル
JSON タブでのポリシーの作
成を参照してください。

2. このポリシーを、以前に作成
した Amazon ECS タスク実
行 IAM ロールにアタッチしま
す。詳細については、IAM ド
キュメントの「IAM ポリシー
の追加 (AWS CLI)」を参照し
てください。 

Amazon ECS タスク定義を設定
します。

1. Task.jsonサンプルタスク定
義 (添付) の以下のセクション
を更新してください。
• タスク実行 IAM ロールの 

ARNexecutionRoleArntaskRoleArn
を使用しておよびを更新し
ます。

• 以前に作成したカス
タム Fluent Bit Docker 
イメージを使用して
イメージを更新しま
す。containerDefinitions

• containerDefinitionsの
イメージをアプリケーショ
ンイメージの名前で更新し
ます

2. Amazon ECS コンソールを
開き、[タスク定義] を選択
し、[新しいタスク定義の作成] 
を選択して、[互換性の選択] 
ページで [Fargate] を選択しま
す。    

3. [JSON による設定] を選択
し、Task.json更新したファ
イルをテキスト領域に貼り付
けて、[保存] を選択します。

4. タスク定義を作成します。

詳細については、Amazon ECS 
ドキュメントの「タスク定義の
作成」を参照してください。

システム管理者、開発者

Amazon ECS タスクを実行する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECS タスクを実行しま
す。

Amazon ECS コンソールで 
[Clusters] を選択し、前に作成し
たクラスターを選択してから、
スタンドアロンタスクを実行し
ます。

システム管理者、開発者
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タスク 説明 必要なスキル
詳細については、Amazon ECS 
ドキュメントの「スタンドアロ
ンタスクの実行」を参照してく
ださい。

CloudWatch ログを確認

タスク 説明 必要なスキル

ログを確認します。 1. CloudWatch コンソールを開
き、[ロググループ] を選択
して、を選択します/aws/
ecs/containerinsights/
{{cluster_ARN}}/
firelens/application。

2. ログ、特にカスタムパーサー
によって追加されたカスタム
フィールドを確認します。

3. CloudWatch カスタムフィー
ルドに基づいてログをフィル
タリングするために使用しま
す。

システム管理者、開発者

関連リソース
• Amazon ECS のドッカーの基本 
• AWS Fargate 上の Amazon ECS 
• 基本的なサービスパラメータの設定 

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

HashiCorp Packer CodePipeline を使用してパイプ
ラインと AMI を作成する

アカシュ・クマール (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット ソース: DevOps ターゲット: Amazon マシンイ
メージ (AMI)

R タイプ: リホスト ワークロード: その他のすべての
ワークロード

テクノロジー: DevOps; モダナイ
ゼーション; ウェブサイトとウェ
ブアプリ
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概要

概要
このパターンでは、AWS を使用してAmazon Web Services (AWS) クラウドにパイプラインを作成し、 
HashiCorp Packer を使用して Amazon マシンイメージ (AMI) CodePipeline を作成するためのコードサ
ンプルと手順を示します。このパターンは、Git ベースのバージョン管理システムを使用してコードの
構築とテストを自動化する継続的インテグレーション手法に基づいています。このパターンでは、AWS 
CodeCommit を使用してコードリポジトリを作成して複製します。次に、AWS を使用してプロジェクト
を作成し、ソースコードを設定します CodeBuild。最後に、リポジトリにコミットされる AMI を作成しま
す。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを起動するための Amazon Linux AMI
• HashiCorp パッカー 0.12.3 またはそれ以降
• CloudWatch アマゾンイベント (オプション)
• CloudWatch アマゾンログ (オプション)

アーキテクチャ
次の図は、このパターンのアーキテクチャを使用して AMI の作成を自動化するアプリケーションコードの
例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. 開発者はコード変更をプライベート CodeCommit Git リポジトリにコミットします。次に、 
CodePipeline CodeBuild を使用してビルドを開始し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットに新しいアーティファクトを追加します。

2. CodeBuild Packer を使用して JSON テンプレートに基づいて AMI をバンドルおよびパッケージ化しま
す。有効にすると、 CloudWatch ソースコードに変更が生じたときにイベントが自動的にパイプライン
を開始できます。

テクノロジースタック

• CodeBuild
• CodeCommit
• CodePipeline
• CloudWatch イベント (オプション)

Tools
• AWS CodeBuild — AWS CodeBuild とは、クラウドで動作する、フルマネージド型のビルドサービスで

す。 CodeBuild はソースコードをコンパイルし、単体テストを実行して、すぐにデプロイできるアー
ティファクトを生成します。

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は、AWS Cloud での Git リポジトリのプライベートな保存と
管理を有効にするバージョン管理サービスです。 CodeCommit これにより、インフラストラクチャのス

758

https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/concepts-continuous-delivery-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/concepts-continuous-delivery-integration.html
https://www.packer.io/downloads
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/concepts.html#concepts-artifacts
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/concepts.html#concepts-artifacts
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/welcome.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

ケーリングに関する不安要素は排除され、お客様が独自のソース管理システムを管理する必要がなくな
ります。

• AWS CodePipeline — AWS CodePipeline は、ソフトウェアをリリースするために必要な手順のモデル
化、視覚化、および自動化ができる継続的なデリバリサービスです。

• HashiCorp HashiCorp Packer — Packer は、単一のソース構成から同一のマシンイメージを自動的に作
成するためのオープンソースツールです。Packerは軽量で、すべての主要なオペレーティングシステム
で動作し、複数のプラットフォーム用のマシンイメージをparallel 作成します。

Code

このパターンには以下の添付ファイルが含まれます。

• buildspec.yml— このファイルは CodeBuild 、デプロイ用のアーティファクトの構築と作成に使用さ
れます。

• amazon-linux_packer-template.json— このファイルはパッカーを使用して Amazon Linux AMI 
を作成します。

エピック
コードリポジトリをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリを作成します。 CodeCommit リポジトリを作成
します。

AWS システム管理者

リポジトリをクローンします。 CodeCommit リポジトリのク
ローンを作成してリポジトリ
Connect する。

アプリケーションデベロッパー

ソースコードをリモートリポジ
トリにプッシュします。

1. コミットを作成し
て、buildspec.ymlamazon-
linux_packer-
template.jsonおよびファ
イルをローカルリポジトリに
追加します。

2. CodeCommit ローカルリポ
ジトリからリモートリポジト
リにコミットをプッシュしま
す。

アプリケーションデベロッパー

CodeBuild アプリケーション用のプロジェクトを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ビルドプロジェクトを作成しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CodeBuild コンソールを開い
て、[ビルドプロジェクトの作
成] を選択します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
2. [Project name] (プロジェクト

名) に、プロジェクトの名前を
入力します。

3. ソースプロバイダーに
は、AWS を選択します 
CodeCommit。

4. [Repositage] (リポジトリ) 
で、コードパイプラインを構
築するリポジトリの名前をク
リックします。

5. [環境イメージ] で、[管理イ
メージ] または [カスタムイ
メージ] を選択します。

6. [Operating system] で、
[Ubuntu] を選択します。

7. [RunTimes] の場合は [標準] を
選択します。

8. [イメージ] で、[aws/codebuild/
standard:4.0] を選択します。

9. [イメージバージョン] で、[こ
のランタイムバージョンでは
常に最新のイメージを使用す
る] を選択します。

10.[環境] で [Linux] を選択しま
す。

11.「特権」チェックボックスを
選択します。

12.[サービスロール] で、[新規
サービスロール] または [既存
のサービスロール] を選択しま
す。

13.[ビルド仕様] で、[ビルドス
ペックファイルを使用する] ま
たは [ビルドコマンドを挿入]
を選択します。

14.(オプション) アーティファク
トセクションの「タイプ」
で、「アーティファクトな
し」を選択します。

15.(推奨) CloudWatch ビルド出力
ログをログにアップロードす
るには、CloudWatch ログを選
択します。

16.(オプション) ビルド出力ログ
を Amazon S3 にアップロー
ドするには、S3 ログチェック
ボックスを選択します。

17.[Create build project (ビルドプ
ロジェクトの作成)] を選択し
ます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

パイプラインのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

パイプライン名 1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CodePipeline コンソールを開
いて、[パイプラインを作成] 
を選択します。

2. [パイプライン名] (パイプライ
ン名) に、パイプラインの名前
を入力します。

3. [サービスロール] で、[新規
サービスロール] または [既存
のサービスロール] を選択しま
す。

4. [ロール名] に、ロールの名前
を入力します。

5. Amazon S3 でバケットを作成
してそのバケットにArtifact を
保存する場合は、[詳細設定] 
セクションの [アーティファク
トストア] で [デフォルトの場
所] を選択します。既存の S3 
バケットを使用するには、[カ
スタムロケーション] を選択し
ます。[Next] (次へ) を選択し
ます。

6. ソースプロバイダーに
は、AWS を選択します 
CodeCommit。

7. [リポジトリ名] には、前にク
ローンしたリポジトリを選
択します。ブランチ名には、
ソースコードのブランチを選
択します。

8. 変更検出オプションで
は、Amazon CloudWatch 
Events (推奨) を選択してパイ
プラインを開始するか、AWS 
CodePipeline を選択して定期
的に変更を確認します。[Next]
(次へ) を選択します。

9. ビルドプロバイダーに
は、AWS を選択します 
CodeBuild。

10.[プロジェクト名] には、
CodeBuild アプリケーション
エピック用のプロジェクト
の作成で作成したビルドプロ
ジェクトを選択します。

11.ビルドオプションを選択し、
[次へ] を選択します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
12.[デプロイステージをスキップ] 

を選択します。
13.[パイプラインの作成] を選択

します。

関連リソース
• AWS のリポジトリの操作 CodeCommit
• ビルドプロジェクトを操作する
• でのパイプラインの操作 CodePipeline

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

を使用してパイプラインを作成し、アーティファク
ト更新をオンプレミスの EC2 インスタンスにデプ
ロイします。 CodePipeline

アカシュ・クマール (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース: DevOps ターゲット:Amazon EC2/オンプ
レミス

R タイプ:リホスト テクノロジー: DevOps; モダナイ
ゼーション; ウェブサイトとウェ
ブアプリ

AWS サービス:AWS CodeBuild; 
AWS CodeCommit; AWS 
CodeDeploy; AWS CodePipeline

概要
このパターンは、Amazon Web Services (AWS) クラウドでパイプラインを作成し、更新されたアーティ
ファクトを AWS 内のオンプレミスの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) CodePipeline インス
タンスにデプロイするコードサンプルとステップです。このパターンは、継続的インテグレーションの実
践に基づいています。この方法では、Git ベースのバージョン管理システムを使用してコードの構築とテ
ストを自動化できます。このパターンでは、AWS CodeCommit を使用してコードリポジトリを作成して
複製します。次に、AWS を使用してプロジェクトを作成し、ソースコードを設定します CodeBuild。最後
に、AWS を使用してアプリケーションを作成し、オンプレミスの EC2 インスタンスのターゲット環境を
設定します CodeDeploy。

前提条件と制限
前提条件
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• アクティブな AWS アカウント
• デプロイ時に EC2 インスタンスを識別するユーザー定義タグ
• CodeDeploy エージェント、EC2 インスタンスにインストール
• EC2 インスタンスにインストールされている必要なランタイムソフトウェア
• Java 開発キット用アマゾンCorretto 8
• Apache Tomcat ウェブサーバー、インストール済み
• CloudWatch アマゾンイベント (オプション)
• Web サーバーにログインするためのkey pair (オプション)
• ウェブアプリケーション用の Apache Maven アプリケーションプロジェクト

アーキテクチャ
次の図は、このパターンのアーキテクチャを使用してオンプレミスの EC2 インスタンスにデプロイされた 
Java ウェブアプリケーションの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. 開発者はコード変更をプライベート CodeCommit Git リポジトリにコミットします。
2. CodePipeline CodeBuild を使用して構築を開始し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ

ケットにデプロイする準備が整った新しいアーティファクトを追加します。
3. CodePipeline CodeDeploy エージェントを使用して、デプロイメントアーティファクトの変更に必要な

依存関係を事前にインストールします。
4. CodePipeline CodeDeploy エージェントを使用して S3 バケットのアーティファクトをターゲット EC2 

インスタンスにデプロイします。有効にすると、 CloudWatch ソースコードに変更が生じたときにイベ
ントが自動的にパイプラインを開始できます。

テクノロジースタック

• CodeBuild
• CodeCommit
• CodeDeploy
• CodePipeline
• CloudWatch イベント (オプション)

Tools
• AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテスト

の実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。 CodeBuild はソースコードをコン
パイルし、単体テストを実行して、すぐにデプロイできるアーティファクトを生成します。

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理する必要なく、Git リポジトリを非公開で保存
および管理するのに役立つバージョン管理サービスです。

• AWS は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、オンプレミスインスタンス、AWS Lambda 
関数、または Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) CodeDeploy サービスへのデプロイを自
動化します。

• AWS CodePipeline はソフトウェアリリースのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定し、ソ
フトウェア変更の継続的なリリースに必要なステップを自動化します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

Code

このパターンには以下の添付ファイルが含まれます。

• buildspec.yml— CodeBuild このファイルには、デプロイ用のアーティファクトを構築および作成す
るために必要なアクションが指定されています。

• appspec.yml— CodeDeploy このファイルには、アプリケーションの作成とオンプレミスの EC2 イン
スタンスのターゲット環境の設定に必要なアクションが指定されています。

• install_dependencies.sh— このファイルは Apache Tomcat Web サーバーの依存関係をインス
トールします。

• start_server.sh— このファイルは Apache Tomcat ウェブサーバーを起動します。
• stop_server.sh— このファイルは Apache Tomcat ウェブサーバーを停止させます。

エピック
コードリポジトリをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリを作成します。 CodeCommit リポジトリを作成
します。

AWS システム管理者

リポジトリをクローンします。 CodeCommit リポジトリのク
ローンを作成してリポジトリ
Connect する。

アプリケーションデベロッパー

ソースコードをリモートリポジ
トリにプッシュします。

1. コミットを作成し
て、buildspec.ymlappspec.ymlお
よびファイルをローカルリポ
ジトリに追加します。

2. CodeCommit ローカルリポ
ジトリからリモートリポジト
リにコミットをプッシュしま
す。

アプリケーションデベロッパー

CodeBuild アプリケーション用のプロジェクトを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ビルドプロジェクトを作成しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CodeBuild コンソールを開い
て、[ビルドプロジェクトの作
成] を選択します。

2. [Project name] (プロジェクト
名) に、プロジェクトの名前を
入力します。

3. ソースプロバイダーに
は、AWS を選択します 
CodeCommit。

4. [Repository] (リポジトリ) で、
コードパイプラインを構築す

AWS 管理者、アプリ開発者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
るリポジトリの名前を選択し
ます。

5. [環境イメージ] で、[管理イ
メージ] または [カスタムイ
メージ] を選択します。

6. [オペレーティングシステム] 
で、[Amazon Linux 2] を選択
します。

7. [RunTimes] の場合は [標準] を
選択します。

8. [イメージ] には、aws/
codebuild/amazonlinux2-
aarch64-Standard: 2.0 を選択
します。

9. [イメージバージョン] で、[こ
のランタイムバージョンでは
常に最新のイメージを使用す
る] を選択します。

10.[サービスロール] で、[新規
サービスロール] または [既存
のサービスロール] を選択しま
す。

11.[ビルド仕様] で、[ビルドス
ペックファイルを使用する] ま
たは [ビルドコマンドを挿入]
を選択します。

12.(オプション) [アーティファク
トの追加] を選択してアーティ
ファクトを設定します。

13.(オプション) ビルド出
力ログを Amazon に
アップロードするには 
CloudWatch、CloudWatch ロ
グを選択します。

14.[Create build project (ビルドプ
ロジェクトの作成)] を選択し
ます。

オンプレミスの EC2 インスタンスのアーティファクトデプロイの設定

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションを作成しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CodeDeploy コンソールを開
いて、[アプリケーションの作
成] を選択します。

2. [Application name] (アプリ
ケーション名) に、アプライア
ンスの名前を入力します。

AWS システム管理者、アプリ開
発者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
3. コンピュートプラットフォー

ムでは、EC2/オンプレミスを
選択します。

4. [アプリケーションの作成] を
選択し、次に [デプロイグルー
プの作成] を選択します。

5. [デプロイグループ名] に、名
前を入力します。

6. のサービスロールを作成す
る CodeDeploy。注:サービ
スロールには、 CodeDeploy 
ターゲット環境へのアクセス
を許可する権限が必要です。

7. [Service role] (サービスロー
ル) には、ステップ 6 で作成し
たサービスロールを選択しま
す。

8. 導入タイプでは、ビジネス要
件に応じて [インプレース] ま
たは [ブルー/グリーン] のいず
れかを選択します。

9. 環境構成では、ビジネス要件
を満たすオプションを選択し
てください。

10.(オプション) Amazon EC2 コ
ンソールでロードバランサー
のターゲットグループを個別
に作成し、AWS CodeDeploy 
コンソールの Create deploy 
group ページに戻ってロード
バランサーとターゲットグ
ループを選択します。

11.[Create deployment group] (デ
プロイグループの作成) を選択
します。

パイプラインのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

パイプラインを作成します。 1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CodePipeline コンソールを開
いて、[パイプラインを作成] 
を選択します。

2. [Pipeline name] (パイプライン
の名前) に、パイプラインの名
前を入力します。

3. [サービスロール] で、[新規
サービスロール] または [既存

AWS システム管理者、アプリ開
発者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
のサービスロール] を選択しま
す。

4. [ロール名] に、ロールの名前
を入力します。

5. Amazon S3 でバケットを作成
してそのバケットにArtifact を
保存する場合は、[詳細設定] 
セクションの [アーティファ
クトストア] で [デフォルトの
場所] を選択します。既存の 
S3 バケットを使用するには、
[Custom location] を選択しま
す。[次へ] を選択します。

6. ソースプロバイダーに
は、AWS を選択します 
CodeCommit。

7. [リポジトリ名] には、前にク
ローンしたリポジトリを選
択します。ブランチ名には、
ソースコードのブランチを選
択します。

8. 変更検出オプションで
は、Amazon CloudWatch イ
ベント (推奨) または AWS を
選択します CodePipeline。[次
へ] を選択します。

9. ビルドプロバイダーに
は、AWS を選択します 
CodeBuild。

10.[プロジェクト名] には、この
パターンの「 CodeBuild アプ
リケーション用のプロジェク
トの作成」セクションで作成
したビルドプロジェクトを選
択します。

11.ビルドオプションを選択し、
[次へ] を選択します。

12.デプロイプロバイダーに
は、AWS を選択します 
CodeDeploy。

13.アプリケーション名とデプロ
イグループを選択し、[次へ] 
を選択します。

14.[パイプラインの作成] を選択
します。

関連リソース
• AWS のリポジトリの操作 CodeCommit
• ビルドプロジェクトを操作する
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AWS 規範的ガイダンス パターン
添付ファイル

• でのアプリケーションの操作 CodeDeploy
• でのパイプラインの操作 CodePipeline

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイ
プラインを自動的に作成

作成者：アロマル・ラージ・ジャヤラジャン（AWS）、アマルナス・レディ（AWS）、マヘシュ・ラグナ
ンダナン（AWS）、ビジェシュ・ビジャヤクマラン・ナイール（AWS）

code repository

• automated-ci-pipeline-creation

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; インフラ
ストラクチャ; サーバーレス; ク
ラウドネイティブ

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS、AWS 
CodeBuild、AWS CodePipeline 
Lambda、AWS Step 
Functions、AWS CodeCommit

概要
このパターンは、AWS の開発者ツールを使用して Java および Python プロジェクト用の動的継続的イン
テグレーション (CI) パイプラインを自動的に作成する方法を示しています。

テクノロジースタックが多様化し、開発活動が増えるにつれて、組織全体で一貫したCIパイプラインの作
成と維持が難しくなる可能性があります。AWS Step Functions のプロセスを自動化することで、CI パイ
プラインの使用法とアプローチが一貫していることを確認できます。

動的 CI パイプラインの作成を自動化するために、このパターンでは以下の変数入力を使用します。

• プログラミング言語 (Java または Python のみ)
• パイプライン名
• 必要なパイプラインステージ

注:Step Functions は複数の AWS サービスを使用してパイプラインの作成を調整します。このソリュー
ションで使用される AWS サービスの詳細については、このパターンの「ツール」セクションを参照して
ください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
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https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/applications.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines.html
samples/p-attach/d1329896-666a-4b1d-a5aa-1dce5c196410/attachments/attachment.zip
https://github.com/aws-samples/automated-ci-pipeline-creation
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アーキテクチャ

• このソリューションがデプロイされている同じ AWS リージョンにある Amazon S3 バケット
• AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパル。このソリューションに必要なリソース

を作成するために必要な AWS AWS CloudFormation アクセス許可を持つ AWS Identity and Access 
Management (IAM) プリンシパル

機能制限

• このパターンは Java プロジェクトと Python プロジェクトのみをサポートします。
• このパターンでプロビジョニングされる IAM ロールは、最小特権の原則に従います。IAM ロールの権限

は、CI パイプラインが作成する必要のある特定のリソースに基づいて更新する必要があります。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS CloudFormation
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• IAM
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Systems Manager
• AWS Step Functions
• AWS Lambda
• Amazon DynamoDB

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS 開発者ツールを使用して Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインを自
動的に作成するワークフローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. AWS ユーザーは、CI パイプライン作成の入力パラメータを JSON 形式で指定します。この入力によ
り、AWS 開発者ツールを使用して CI パイプラインを作成する Step Functions ワークフロー (ステート
マシン) が開始されます。

2. Lambda 関数は、Amazon S3 バケットに保存されている input-reference という名前のフォルダーを読
み取り、buildspec.yml ファイルを生成します。この生成されたファイルは CI パイプラインのステージ
を定義し、パラメータ参照を保存する同じ Amazon S3 バケットに保存されます。

3. Step Functions は、CI パイプライン作成ワークフローの依存関係に変更がないか確認し、必要に応じて
依存関係スタックを更新します。

4. Step Functions は、 CodeCommit リポジトリ、 CodeBuild プロジェクト、パイプラインを含む CI 
CloudFormation CodePipeline パイプラインリソースをスタックに作成します。

5. CloudFormation スタックは、選択したテクノロジースタック (Java または Python) のサンプルソース
コードと buildspec.yml CodeCommit ファイルをリポジトリにコピーします。

6. CI パイプラインのランタイムの詳細は、DynamoDB テーブルに保存されます。

自動化とスケール
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_principal.html
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Tools

• このパターンは、単一の開発環境でのみ使用できます。複数の開発環境で使用するには、構成の変更が
必要です。

• CloudFormation 複数のスタックのサポートを追加するには、 CloudFormation 追加のテンプレートを
作成できます。詳細については、 CloudFormation ドキュメントの「AWS Getting started with with with 
CloudFormation the the the」を参照してください。

Tools
Tools

• AWS Step Functions ctionsは、AWS Lambda関数と他の AWS サービスを組み合わせてビジネスクリ
ティカルなアプリケーションを構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。必要な場合にのみコードが実行され、自動的にスケーリングするため、
支払いは使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテスト
の実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成に役立ちます。

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理しなくても、Git リポジトリをプライベートに
保存して管理できるようにするバージョン管理サービスです。

• AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定し、
ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御して、AWS 
リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号キーを作成してコントロー
ルするのに役立ちます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

• Amazon DynamoDB はフルマネージド NoSQL データベースサービスであり、高速で予測可能でスケー
ラブルなパフォーマンスを提供します。

• AWS Systems Manager Parameter Store は､設定データ管理とシークレット管理のための安全な階層型
ストレージを提供します。

Code

GitHub automated-ci-pipeline-creationこのパターンのコードはリポジトリにあります。リポジトリには、 
CloudFormation このパターンで概説されているターゲットアーキテクチャを作成するために必要なテンプ
レートが含まれています。

ベストプラクティス
• トークンやパスワードなどの認証情報 (シークレット) CloudFormation をテンプレートや Step Functions 

アクション設定に直接入力しないでください。これを行うと、情報が DynamoDB ログに表示されま
す。代わりに、AWS Secrets Manager を使用してシークレットをセットアップして保存してください。
次に、必要に応じて Secrets Manager CloudFormation に保存されているシークレットをテンプレートと 
Step Functions アクション構成内で参照します。詳細については、Secrets Manager のドキュメントの
「AWS Secrets Manager とは」を参照してください。

• Amazon S3 CodePipeline に保存したアーティファクトのサーバー側の暗号化を設定します。詳細につ
いては、 CodePipeline ドキュメントの「Amazon S3 に保存したアーティファクトのサーバー側の暗号
化を設定する」を参照してください。 CodePipeline
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-parameter-store.html
https://github.com/aws-samples/automated-ci-pipeline-creation
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/S3-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/S3-artifact-encryption.html
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叙事詩

• IAM ロールを設定する際には、最小特権アクセス許可を適用します。詳細については、IAM ドキュメン
トの「最小特権アクセス許可を適用する」を参照してください。

• Amazon S3 バケットがパブリックにアクセスできないことを確認します。詳細については、Amazon S3
ドキュメントの「S3 バケットのブロックパブリックアクセス設定の設定」を参照してください。

• Amazon S3 バケットのバージョニングをアクティブに保持していることを確認します。詳細について
は、Amazon S3 ドキュメントの「S3 バケットでバージョニングを使用する」を参照してください。

• IAM ポリシーを設定するときは IAM アクセスアナライザーを使用してください。このツールには、
安全で機能的なIAMポリシーを作成するのに役立つ実用的な推奨事項が表示されます。詳細につい
ては、IAM ドキュメントの「AWS Identity and Access Management Access Analyzer Management 
Access Analyzer の使用」を参照してください。

• 可能であれば、IAM ポリシーを設定するときに特定のアクセス条件を定義してください。
• 監視と監査の目的で Amazon CloudWatch のログ記録を有効にしてください。詳細については、

「Amazon CloudWatch Logs とは」を参照してください。 CloudWatch ドキュメントにあります。

叙事詩
前提条件を構成する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 バケットを作成す
る。

CloudFormation ソリューション
に必要なテンプレート、ソース
コード、および入力ファイルを
保存する Amazon S3 バケットを
作成する (または既存のバケット
を使用する)。

詳細については、Amazon S3 ド
キュメントの「ステップ 1: 最初
の S3 バケットを作成する」を参
照してください。

注:Amazon S3 バケットは、ソ
リューションをデプロイするの
と同じ AWS リージョンに存在す
る必要があります。

AWS DevOps

GitHub リポジトリをクローンし
ます。

ターミナルウィンドウで以下の
コマンドを実行して、 GitHub
automated-ci-pipeline-creationリ
ポジトリをクローンします。

git clone https://
github.com/aws-samples/
automated-ci-pipeline-
creation.git

詳細については、 GitHub ドキュ
メントの「リポジトリのクロー
ン作成」を参照してください。

AWS DevOps

GitHub 複製したリポジトリか
ら、Amazon S3 バケットに 

複製した Solution-Templates
フォルダからコンテンツをコ

AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/configuring-block-public-access-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/what-is-access-analyzer.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/what-is-access-analyzer.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html
https://github.com/aws-samples/automated-ci-pipeline-creation
https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository
https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
Solution Templates フォルダを
アップロードします。

ピーし、作成した Amazon S3 バ
ケットにアップロードします。

詳細については、Amazon S3 ド
キュメントの「オブジェクトの
アップロード」を参照してくだ
さい。

注:必ず Solution-Templates フォ
ルダーの内容のみをアップロー
ドしてください。Amazon S3 
バケットのルートレベルでのみ
ファイルをアップロードできま
す。

ソリューションのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

GitHub 複製したリポジトリの 
template.yml ファイルを使用し
て、 CloudFormation ソリュー
ションをデプロイするためのス
タックを作成します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CloudFormation コンソールを
開きます。

2. [スタックの作成] を選択しま
す。ドロップダウンリストが
表示されます。

3. ドロップダウンリストで、
「新しいリソースを使用 (標
準)」を選択します。「スタッ
クの作成」ページが開きま
す。

4. 「テンプレートを指定」セク
ションで、「テンプレート
ファイルをアップロード」の
横にあるチェックボックスを
選択します。

5. [Choose file] を選択します。
次に、 GitHub クローンしたリ
ポジトリのルートフォルダー
に移動し、template.yml ファ
イルを選択します。次に、[開
く] を選択します。

6. [Next] (次へ) を選択します。
「スタック詳細の指定」ペー
ジが開きます。

7. [Parameters] セクションで、
以下のパラメータを指定しま
す。
• S3 については

TemplateBucketName、
前もって作成しておいた 
Amazon S3 バケットの名前

AWS 管理者、AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/upload-objects.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/upload-objects.html
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
を入力します。このバケッ
トには、このソリューショ
ンのソースコードと参照が
含まれます。バケット名の
パラメータが小文字である
ことを確認します。

• DynamoDBTable には、 
CloudFormation スタックが
作成する DynamoDB テーブ
ルの名前を入力します。

• にはStateMachineName、 
CloudFormation スタックが
作成する Step Functions ス
テートマシンの名前を入力
します。

8. [Next] (次へ) を選択します。
「スタックオプションの設
定」ページが開きます。

9. [Configure stack options] (ス
タックオプションの設定) ペー
ジで、[Next] (次へ) を選択し
ます。デフォルト値は変更
しないでください。レビュー
ページが開きます。

10.スタックの作成設定を確認し
ます。次に、[Create stack] を
選択してスタックを起動しま
す。

注:スタックの作成中
は、スタックページに
CREATE_IN_PROGRESS の
ステータスで一覧表示されま
す。スタックのステータスが
CREATE_COMPLETE に変わる
のを待ってから、このパターン
の残りのステップを完了してく
ださい。

セットアップをテストする

タスク 説明 必要なスキル

作成したステップ関数を実行し
ます。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Step
Functions コンソールを開きま
す。

2. 作成したステップ関数を開き
ます。

3. [Start execution] (実行のス
タート) を選択します。次

AWS 管理者、AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
に、ワークフローの入力値を 
JSON 形式で入力します (次の
入力例を参照してください)。

4. [Start execution] (実行のス
タート) を選択します。

JSON フォーマット

{ 
  "details": { 
    "tech_stack": "Name of 
 the Tech Stack (python/
java)", 
    "project_name": "Name of 
 the Project that you want 
 to create with", 
    "pre_build": "Choose the 
 step if it required in the 
 buildspec.yml file i.e., 
 yes/no", 
    "build": "Choose the 
 step if it required in the 
 buildspec.yml file i.e., 
 yes/no", 
    "post_build": "Choose 
 the step if it required 
 in the buildspec.yml file 
 i.e., yes/no", 
    "reports": "Choose the 
 step if it required in the 
 buildspec.yml file i.e., 
 yes/no", 
  }
}

Java JSON 入力の例

{ 
  "details": { 
    "tech_stack": "java", 
    "project_name": 
 "pipeline-java-pjt", 
    "pre_build": "yes", 
    "build": "yes", 
    "post_build": "yes", 
    "reports": "yes" 
  }
}

パイソン JSON 入力の例

{ 
  "details": { 
    "tech_stack": "python", 
    "project_name": 
 "pipeline-python-pjt", 
    "pre_build": "yes", 
    "build": "yes", 
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タスク 説明 必要なスキル
    "post_build": "yes", 
    "reports": "yes" 
  }
}

CI CodeCommit パイプラインの
リポジトリが作成されたことを
確認します。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CodeCommit コンソール
を開きます。

2. リポジトリページで、 
CodeCommit 作成したリポジ
トリの名前がリポジトリのリ
ストに表示されていることを
確認します。リポジトリの名
前には、次のものが追加され
ます。pipeline-java-pjt-Repo

3. CodeCommit リポジトリを開
き、サンプルソースコードと
buildspec.yml ファイルがメイ
ンブランチにプッシュされて
いることを確認します。

AWS DevOps

CodeBuild プロジェクトリソース
を確認してください。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、CodeBuild 
コンソールを開きます。

2. 「プロジェクトのビルド」
ページで、 CodeBuild 作成
したプロジェクトの名前が
プロジェクトのリストに表
示されていることを確認し
ます。プロジェクトの名前
には、次のように追加されま
す。pipeline-java-pjt-Build

3. CodeBuild プロジェクトの名
前を選択してプロジェクトを
開きます。次に、次の構成を
確認して検証します。
• プロジェクト構成
• ソース
• 環境
• ビルドスペック
• Batch 設定
• アーティファクト

AWS DevOps
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https://console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/home
https://console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/home
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タスク 説明 必要なスキル

CodePipeline ステージを検証し
ます。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CodePipeline コンソール
を開きます。

2. パイプラインページで、作成
したパイプラインの名前が
パイプラインのリストに表
示されていることを確認し
ます。パイプラインの名前
には、次のように追加されま
す。pipeline-java-pjt-Pipeline

3. パイプラインの名前を選択し
てパイプラインを開きます。
次に、コミット、デプロイな
ど、パイプラインの各段階を
確認して検証します。

AWS DevOps

CI パイプラインが正常に実行さ
れたことを確認します。

1. CodePipeline コンソールの
Pipelines ページで、パイプラ
インの名前を選択してパイプ
ラインのステータスを表示し
ます。

2. パイプラインの各ステージの
ステータスが「成功」である
ことを確認します。

AWS DevOps

リソースのクリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

スタック内のリソースを削除し
ます CloudFormation。

CI パイプラインのリソー
ススタックを削除します 
CloudFormation。

詳細については、
CloudFormation ドキュメントの
「AWS CloudFormation コンソー
ルでのスタックの削除」を参照
してください。

注:-stack <project_name>という
名前のスタックは必ず削除して
ください。

AWS DevOps

Amazon S3 の CI パイプラ
インの依存関係を削除し、 
CloudFormation

1. という名前の Amazon 
S3 バケットを空にしま
すDeploymentArtifactBucket。
詳細については、Amazon S3 
ドキュメントの「バケットを
空にする」を参照してくださ
い。

2. の CI パイプラインの依存
関係スタックを削除します 

AWS DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
CloudFormation。詳細につ
いては、 CloudFormation 
ドキュメントの「AWS 
CloudFormation コンソールで
のスタックの削除」を参照し
てください。

注:という名前のスタックは必
ず削除してくださいpipeline-
creation-dependencies-stack。

Amazon S3 テンプレートバケッ
トを削除します。

このパターンの「前提条件の
設定」セクションで作成した 
Amazon s3 バケットを削除しま
す。このバケットには、このソ
リューションのテンプレートが
格納されています。

詳細については、Amazon S3 
ドキュメントの「バケットの削
除」を参照してください。

AWS DevOps

関連リソース
• Lambda を使用するStep Functions ステートマシンの作成 (AWS Step Functions 開発者ガイド)
• AWS Step Functions WorkFlow スタジオ (AWS Step Functions 開発者ガイド)
• DevOps と AWS
• AWS CloudFormation はどのように機能しますか? (AWS CloudFormation ユーザーガイド)
• AWS CodeCommit、AWS、AWS CodeBuild CodeDeploy、AWS による完全な CI/CD CodePipeline 

(AWS ブログ)
• IAM および AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (IAM ユーザーガイド)

Java マイクロサービスの CI/CD パイプラインを 
Amazon ECS にデプロイします。

ビジェイ・トンプソン (AWS) とサンカー・サングボトラ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; コンテナ
とマイクロサービス

AWS サービス:AWS、AWS 
CodeBuild EC2 Container 
Registry、Amazon ECS、AWS 
Fargate、AWS CodePipeline

概要
このパターンでは、AWS を使用して既存の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター
に Java マイクロサービスの継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを
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前提条件と制限

デプロイする手順を説明します CodeBuild。開発者が変更をコミットすると、CI/CD パイプラインが開
始され、ビルドプロセスが開始されます CodeBuild。ビルドが完了すると、アーティファクトは Amazon 
Elastic Container Registry (Amazon ECR) にプッシュされ、Amazon ECR からの最新のビルドが取得され
て Amazon ECS サービスにプッシュされます。

前提条件と制限
前提条件

• Amazon ECS で実行されている既存の Java マイクロサービスアプリケーション
• AWS CodeBuild と AWS に精通していること CodePipeline

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Amazon ECS で実行されている Java マイクロサービス
• Amazon ECR のコードリポジトリ
• AWS Fargate

ソースアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon ECR
• Amazon ECS
• AWS Fargate
• AWS CodePipeline
• AWS CodeBuild

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

CodeBuild buildspec.ymlファイル:

version: 0.2

phases: 
  pre_build: 
    commands: 
      - echo Logging in to Amazon ECR... 
      - aws --version 
      - $(aws ecr get-login --region $AWS_DEFAULT_REGION --no-include-email) 
      - REPOSITORY_URI=$AWS_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$AWS_DEFAULT_REGION.amazonaws.com/
$IMAGE_REPO 
      - COMMIT_HASH=$(echo $CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION | cut -c 1-7) 
      - IMAGE_TAG=build-$(echo $CODEBUILD_BUILD_ID | awk -F":" '{print $2}') 
  build: 
    commands: 
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      - echo Build started on `date` 
      - echo building the Jar file 
      - mvn clean install 
      - echo Building the Docker image... 
      - docker build -t $REPOSITORY_URI:$BUILD_TAG . 
      - docker tag $REPOSITORY_URI:$BUILD_TAG $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG 
  post_build: 
    commands: 
      - echo Build completed on `date` 
      - echo Pushing the Docker images... 
      - docker push $REPOSITORY_URI:$BUILD_TAG 
      - docker push $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG 
      - echo Writing image definitions file... 
      - printf '[{"name":"%s","imageUri":"%s"}]' $DOCKER_CONTAINER_NAME $REPOSITORY_URI:
$IMAGE_TAG > imagedefinitions.json 
      - cat imagedefinitions.json  
artifacts: 
    files:  
     - imagedefinitions.json 
     - target/DockerDemo.jar

Tools
AWS サービス

• AWS CodeBuild は、ソースコードのコンパイル、単体テストの実行、デプロイする準備が整ったアー
ティファクトの作成を支援する完全マネージド型の構築サービスです。AWS CodeBuild は継続的にス
ケーリングし、複数のビルドを同時に処理するため、ビルドがキューに残ることはありません。

• AWS CodePipeline を使用すると、ソフトウェアリリースのさまざまなステージをすばやくモデル化し
て設定できます。また、ソフトウェア変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化で
きるようになります。AWS CodePipeline を次のようなサードパーティのサービスと統合することも 
GitHub、AWS や Amazon ECR などの AWS CodeCommit のサービスを使用することもできます。

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、フルマネージドされたレジストリで、開発者
が Docker コンテナイメージを簡単に保存、管理、デプロイできるようになります。Amazon ECR は 
Amazon ECS と統合して、 development-to-production ワークフローを簡素化します。Amazon ECR 
は、可用性の高いスケーラブルなアーキテクチャでイメージをホストするので、アプリケーションのコ
ンテナを確実にデプロイできます。AWS Identity and Access Management (IAM) との統合により、各リ
ポジトリをリソースレベルで制御できるようになります。

• Elastic Container Service (Amazon ECS) は非常にスケーラブルかつ高性能なコンテナオーケストレー
ションサービスで、Docker コンテナに対応しており、コンテナ化されたアプリケーションを簡単に実行
してスケールできるようになります。Amazon ECS を使用すると、独自のコンテナオーケストレーショ
ンソフトウェアをインストールして運用したり、仮想マシンのクラスターを管理およびスケーリングし
たり、それらの仮想マシンにコンテナをスケジュールしたりする必要がなくなります。

• AWS Fargate は Amazon ECS のコンピューティングエンジンで、サーバーやクラスターを管理する必
要なくコンテナを実行できるようになります。AWS Fargate を使用すると、コンテナを実行するため
に仮想マシンのクラスターをプロビジョニング、設定、スケールする必要がありません。これにより、
サーバータイプの選択、クラスターをスケールするタイミングの決定、クラスターのパッキングの最適
化を行う必要がなくなります。

その他のツール

• Docker は、コンテナと呼ばれるパッケージでアプリケーションをビルド、テスト、配信できるプラット
フォームです。

• Git は、ソフトウェア開発中のソースコードの変更を追跡するための分散型バージョン管理システムで
す。プログラマー間の作業を調整するために設計されていますが、どのファイルセットの変更も追跡
するために使用できます。その目標には、スピード、データインテグリティ、分散型の非線形ワークフ
ローのサポートなどがあります。Git CodeCommit の代わりに AWS を使用することもできます。
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叙事詩

叙事詩
AWS でビルドプロジェクトを設定します。 CodeBuild

タスク 説明 必要なスキル

CodeBuild ビルドプロジェクトを
作成します。

AWS CodeBuild コンソールで、
ビルドプロジェクトを作成し、
その名前を指定します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

ソースを選択します。 このパターンでは、コードリ
ポジトリに Git を使用するた
め、GitHub 使用可能なオプショ
ンのリストから選択してくださ
い。 GitHub パブリックのリポジ
トリかアカウントかを選択しま
す。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

リポジトリを選択します。 コードをビルドするリポジトリ
を選択します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

環境を選択します。 管理対象イメージのリストから
選択するか、Docker を使用して
カスタムイメージを選択できま
す。このパターンでは、以下の
管理イメージを使用します。

• Amazon Linux 2
• ランタイム:スタンダード
• イメージバージョン 1.0 バー

ジョン 1.0

アプリ開発者、AWS システム管
理者

サービスロールを選択してくだ
さい。

サービスロールを作成するか、
既存のロールのリストから選択
できます。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

環境変数を追加します。 「追加設定」セクションで、以
下の環境変数を設定します。

• デフォルトの AWS リージョン
の AWS_DEFAULT_REGION

• ユーザーアカウント番号の 
AWS_ACCOUNT_ID

• Amazon ECR プライベートリ
ポジトリの IMAGE_REPO

• ビルドのバージョンの 
BUILD_TAG (最新のビルドは
この変数の値です)

• タスク内のコンテナの名前の 
DOCKER_CONTAINER_NAME

buildspec.ymlこれらの変数は
ファイル内のプレースホルダー
であり、それぞれの値に置き換
えられます。

アプリ開発者、AWS システム管
理者
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タスク 説明 必要なスキル

ビルドスペックファイルを作成
します。

buildspec.ymlpom.xmlと同
じ場所にファイルを作成して
このパターンで提供される設定
を追加するか、オンラインの 
buildspec エディタを使用して設
定を追加できます。表示される
手順に従って、環境変数を適切
な値に設定します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

アーティファクト用にプロジェ
クトを設定します。

(オプション) 必要に応じて、アー
ティファクトのビルドプロジェ
クトを設定します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

CloudWatch アマゾンログを設定
します。

(オプション) 必要に応じて、ビ
ルドプロジェクトの Amazon 
CloudWatch Logs を設定しま
す。この手順は省略可能ですが
推奨されます。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

Amazon S3 ログ記録構成。 (オプション) ログを保存する場
合は、ビルドプロジェクトの 
Amazon S3 (Amazon S3) ログを
設定します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

AWS でパイプラインを設定する CodePipeline

タスク 説明 必要なスキル

パイプラインを作成します。 AWS CodePipeline コンソール
で、パイプラインを作成し、
その名前を指定します。パイ
プライン作成の詳細について
は、AWS CodePipeline ドキュメ
ントを参照してください。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

サービスロールを選択します。 サービスロールを作成するか、
既存のサービスロールのリスト
から選択します。サービスロー
ルを作成する場合は、ロールの
名前を指定し、 CodePipeline 
ロールを作成するためのオプ
ションを選択します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

アーティファクトストアを選択
してください。

詳細設定で、Amazon S3 にバ
ケットを作成してその中にアー
ティファクトを保存させたい場
合は、アーティファクトストア
のデフォルトの場所を使用しま
す。または、カスタムの場所を
選択し、既存のバケットを指定
します。暗号化キーを使用して
アーティファクトを暗号化する
こともできます。

アプリ開発者、AWS システム管
理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

ソースプロバイダを指定しま
す。

[ソースプロバイダー] で、GitHub 
(バージョン 2) を選択します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

コードのリポジトリとブランチ
を選択します。

ログインしていない場合は、
接続する接続の詳細を入力し 
GitHub、リポジトリ名とブラン
チ名を選択します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

検出オプションを変更します。 [ソースコードの変更時にパイプ
ラインを開始] を選択し、次の
ページに進みます。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

ビルドプロバイダを選択しま
す。

[ビルドプロバイダー] で [AWS] 
を選択し CodeBuild、ビルドプロ
ジェクトの AWS リージョンとプ
ロジェクト名の詳細を指定しま
す。

[ビルドタイプ] で [シングルビル
ド] を選択します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

デプロイプロバイダーを選択し
てください。

[デプロイプロバイダー] に
は、Amazon ECS を選択しま
す。クラスター名、サービス
名、イメージ定義ファイル (ある
場合)、およびデプロイのタイム
アウト値 (必要な場合) を選択し
ます。[パイプラインの作成] を選
択します。

アプリ開発者、AWS システム管
理者

関連リソース
• AWS ECS ドキュメンテーション
• AWS ECR ドキュメンテーション
• AWS CodeBuild ドキュメンテーション
• AWS CodeCommit ドキュメンテーション
• AWS CodePipeline ドキュメンテーション
• Amazon ECR をソースとしてコンテナイメージの継続的デリバリーパイプラインを構築 (ブログ投稿)

AWS CodeCommit と AWS CodePipeline を使用し
て複数の AWS アカウントに CI/CD パイプラインを
デプロイする

キランクマール・チャンドラシェカール (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps ワークロード: その他のすべての
ワークロード
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概要

AWS サービス: AWS 
CodeCommit; AWS CodePipeline

概要
このパターンは、アプリケーションコードワークロードの継続的インテグレーションと継続的デリバリー 
(CI/CD) パイプラインを、開発者、ステージング、およびプロダクションワークフローの別々のAmazon 
Web Services (AWS) アカウントにデプロイする方法を示しています。 DevOps

複数の AWS アカウント戦略を使用すると、リソースやセキュリティを高レベルで分離したり、コストを
最適化したり、制作ワークフローを分離したりすることができます。

アプリケーションのコードは、これらすべての AWS アカウントで同じままで、アカウントがホストする
中央の AWS CodeCommit リポジトリで管理されます。 DevOps 開発者、ステージング、プロダクション
の各アカウントには、 CodeCommit このリポジトリに別々の Git ブランチがあります。

たとえば、 CodeCommit コードが中央リポジトリの開発者 Git ブランチにコミットされると、 
EventBridge DevOps アカウントの Amazon EventBridge はリポジトリの変更を開発者アカウントに通知し
ます。開発者アカウントでは、AWS CodePipeline InProgressとソースステージがステータスになりま
す。 CodeCommit ソースステージは中央リポジトリの開発者 Git ブランチから設定され、 CodePipeline 
DevOps アカウントのサービスロールを引き継ぎます。

CodeCommit 開発者ブランチのリポジトリの内容は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケット内のアーティファクトストアにアップロードされ、AWS Key Management Service (AWS KMS) 
キーで暗号化されます。ソースステージのステータスがSucceeded in に変わると CodePipeline、コード
はパイプライン実行の次のステージに移行します。

前提条件と制限
前提条件

• 必要な各環境 (開発者DevOps、ステージング、本番環境) の既存の AWS アカウント。これらのアカウ
ントは AWS Organizations ホストできます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• アマゾン EventBridge
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS KMS
• AWS Organizations
• Amazon S3
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https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-about-starting.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-about-starting.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
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Tools
• AWS CodeBuild — CodeBuild フルマネージド型の継続的統合サービスであり、ソースコードのコンパイ

ル、テストの実行、デプロイ可能なソフトウェアパッケージの作成が行われます。 
• AWS CodeCommit — 安全な Git CodeCommit ベースのリポジトリをホストする完全マネージド型の

ソース管理サービスです
• AWS CodePipeline — CodePipeline フルマネージド型の継続的デリバリーサービスで、アプリケーショ

ンとインフラストラクチャの更新を迅速かつ高い信頼性で行うために、パイプラインのリリースを自動
化します。 

• Amazon EventBridge — EventBridge アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するた
めのサーバーレスイベントバスサービスです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) — IAM は、AWS のサービスとリソースへのアクセスを安
全に管理します。 

• AWS KMS — AWS Key Management Service (AWS KMS) は、暗号化キーを作成および管理し、幅広い 
AWS のサービスおよびアプリケーション内でのそれらの使用を管理します。

• Amazon S3 — Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージで
す。

叙事詩
DevOps AWS アカウントでリソースを作成する

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リポジトリを作成
します。

DevOps アカウントの AWS マネ
ジメントコンソールにサインイ
ンし、 CodeCommit コンソール
を開きます。リポジトリを作成
し、開発者、ステージング、プ
ロダクションの AWS アカウント
に必要なすべての Git ブランチを
設定します。このストーリーや
その他のストーリーに関するヘ
ルプについては、「関連リソー
ス」セクションを参照してくだ
さい。

DevOps エンジニア

CodeCommit リポジトリのアク
セス認証情報を作成します。

IAM コンソールで、 
CodeCommit アプリケーショ
ン開発者がアプリケーションの
コードベースをリポジトリから
プッシュおよびプルできるよう
に、アクセス認証情報を作成し
ます。

DevOps エンジニア

CodePipeline サービスロールの 
IAM ロールを作成します。

IAM コンソールで、 
CodePipeline CodeCommit すべ
てのサービスロールが中央リポ
ジトリにアクセスするために使
用できる IAM ロールを作成しま
す。

クラウド管理者
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https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/getting-started-cc.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/getting-started-codepipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eventbridge-getting-set-up.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/gsg/GetStartedWithS3.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

他の AWS EventBridge アカウン
トのルールを設定します。

Amazon EventBridge コンソール
で、 CodeCommit 関連するリポ
ジトリ変更に関する通知を個々
の開発者、ステージング、プロ
ダクションの AWS EventBridge 
アカウントに送信するルールを
設定します。

クラウド管理者

AWS KMS キーを作成します。 AWS KMS コンソールで KMS 
キーを作成します。これによ
り、個々の開発者、ステージ
ング、プロダクションの AWS 
CodePipeline アカウントでアー
ティファクトを暗号化および復
号化できます。

クラウド管理者

他の AWS アカウントでリソースを作成する

タスク 説明 必要なスキル

DevOps AWS EventBridge アカ
ウントからイベントを受信する
ように設定します。

個々の AWS アカウント (開発
者、ステージング、またはプ
ロダクション) の AWS マネジ
メントコンソールにサインイン
します。Amazon EventBridge 
コンソールで、 EventBridge 
CodeCommit DevOps アカウン
トからリポジトリ変更イベント
を受信するように設定します。

クラウド管理者

S3 バケットを作成します。 Amazon S3 コンソールで、 
CodePipeline アーティファクト
を保存する S3 バケットを作成し
ます。

クラウド管理者

CodePipeline ステージに必要な
すべての AWS リソースを作成し
ます。

CodePipeline ステージで必要
となるその他すべての AWS リ
ソースを作成します。これらの
リソースは、CI/CD パイプライ
ンにおける各 AWS アカウントの
ロールによって異なります。

クラウド管理者

IAM ロールを作成します。 IAM コンソールで、 
CodePipeline サービスロール
の IAM ロールを作成します。 
CodeCommit リポジトリにアク
セスするには、 DevOps この
サービスロールがアカウントの 
IAM ロールを引き継ぐ必要があ
ります。

クラウド管理者

でパイプラインを作成します 
CodePipeline。

CodePipeline コンソールで、
パイプラインを作成します。
次に、個々の Git CodeCommit 

クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
DevOps ブランチのアカウントの
リポジトリを指すソースステー
ジを作成します。

すべての AWS アカウントに対し
ても、上記ステップを繰り返し
ます。

CI/CD 戦略の一部として必要な
すべての AWS アカウントについ
て、これらの手順を繰り返しま
す。

クラウド管理者

関連リソース
DevOps AWS アカウントでリソースを作成する

• CodeCommit リポジトリを作成する 
• CodeCommit リポジトリをセットアップする
• CodeCommit リポジトリにブランチを作成して共有する
• CodeCommit リポジトリのアクセス認証情報の作成
• CodePipeline サービスロールの IAM ロールを作成する
• ルールを設定 EventBridge
• AWS KMS キーを作成する
• のアカウントポリシーとロールを設定 CodePipeline

他の AWS アカウントでリソースを作成する

• DevOps AWS EventBridge アカウントからイベントを受信するにはオンにしてください
• CodePipeline アーティファクト用の S3 バケットを作成する
• CodePipeline ステージに必要なその他すべての AWS リソースを作成する
• CodePipeline サービスロールの IAM ロールを作成する
• でパイプラインを作成 CodePipeline
• 他の AWS CodePipeline アカウントからリソースを使用するパイプラインを作成します。

その他のリソース

• ベストプラクティスの AWS 環境を確立
• の認証とアクセスコントロール CodeCommit

AWS ネットワークファイアウォールと AWS 
Transit Gateway を使用してファイアウォールをデ
プロイする

シュリカント・パティル (AWS) が作成
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https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/how-to-create-repository.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/setting-up.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/getting-started.html#getting-started-branching
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/auth-and-access-control-iam-identity-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/create-eventbridge-rule.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/create-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-create-cross-account.html#pipelines-create-cross-account-setup
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eventbridge-cross-account-event-delivery.html#sending-events-to-another-account
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/tutorials-simple-s3.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/integrations-action-type.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-create-service-role.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-create.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-create-cross-account.html#pipelines-create-cross-account-setup
http://aws.amazon.com/organizations/getting-started/best-practices/
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/auth-and-access-control.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

code repository:

• aws-network-firewall-
deployment-with-transit-
gateway

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; ネット
ワーク; セキュリティ、アイデン
ティティ、コンプライアンス

AWS サービス:AWS 
Network Firewall、AWS 
Transit Gateway、Amazon 
VPC、Amazon CloudWatch

概要
このパターンは、AWS ネットワークファイアウォールと AWS Transit Gateway を使用してファイア
ウォールをデプロイする方法を示しています。Network Firewall リソースは AWS CloudFormation テンプ
レートを使用してデプロイされます。Network Firewall は、ネットワークトラフィックに応じて自動的に
スケーリングし、数十万の接続をサポートできるため、独自のネットワークセキュリティインフラストラ
クチャの構築と維持について心配する必要はありません。Transit Gatewayは、仮想プライベートクラウド 
(VPC) とオンプレミスネットワークを相互接続するために使用できるネットワークの中継ハブです。

このパターンでは、ネットワークアーキテクチャにインスペクション VPC を含める方法も学習します。最
後に、このパターンでは、Amazon CloudWatch を使用してファイアウォールのアクティビティをリアル
タイムで監視する方法を説明しています。

ヒント:他の AWS サービスのデプロイには、Network Firewall サブネットを使用しないことがベストプラ
クティスです。これは、Network Firewall がファイアウォールのサブネット内の送信元または発信先から
のトラフィックを検査できないためです。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシーのアクセス許可
• CloudFormation テンプレート権限

機能制限

ドメインフィルタリングに問題があり、別の種類の構成が必要になる場合があります。詳細については、
ネットワークファイアウォールのドキュメントの「AWS Network Firewall のステートフルドメインリスト
のルールグループ」をご参照ください。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• CloudWatch アマゾンログ
• Amazon VPC
• AWS Network Firewall
• AWS Transit Gateway

ターゲットアーキテクチャ
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https://github.com/aws-samples/
https://github.com/aws-samples/
https://github.com/aws-samples/
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/stateful-rule-groups-domain-names.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/stateful-rule-groups-domain-names.html
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Tools

以下の図では、Network Firewall とTransit Gateway を使用してトラフィックを検査する方法を示していま
す。

アーキテクチャには、以下のコンポーネントが含まれています。

• アプリケーションは 2 つのスポーク VPC でホストされます。VPC はNetwork Firewall によって監視さ
れます。

• Egress VPC はインターネットゲートウェイに直接アクセスできますが、Network Firewall によって保護
されていません。

• インスペクション VPC はNetwork Firewall がデプロイされる場所です。

自動化とスケーリング

を使用して、CloudFormationインフラストラクチャをコードとして使用してこのパターンを作成できま
す。

Tools
AWS サービス

• Amazon CloudWatch Logs により、すべてのシステム、アプリケーション、AWS のサービスからのロ
グを、一元管理して、モニタリングして安全にアーカイブすることができます。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリッ
トがあります。

• AWS Network Firewall は、AWS クラウドの VPC を対象とした、ステートフルでマネージド型のネット
ワークファイアウォールおよび侵入の検知および防止サービスです。

• AWS Transit Gateway は、VPC とオンプレミスネットワークを接続する中央のハブです。

Code

このパターンのコードは、Transit Gateway リポジトリを使用した GitHub AWS Network Firewall デプロイ
にあります。 CloudFormation このリポジトリのテンプレートを使用して、Network Firewall を使用する単
一のインスペクション VPC をデプロイできます。

叙事詩
スポーク VPC とインスペクション VPC を作成する

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
準備してデプロイします。

1. cloudformation/
aws_nw_fw.yml GitHub テン
プレートをリポジトリからダ
ウンロードします。

2. テンプレートを自分の値を使
用して更新します。

3. テンプレートをデプロイしま
す。

AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/introduction-devops-aws/infrastructure-as-code.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/introduction-devops-aws/infrastructure-as-code.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/what-is-aws-network-firewall.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html
https://github.com/aws-samples/aws-network-firewall-deployment-with-transit-gateway
https://github.com/aws-samples/aws-network-firewall-deployment-with-transit-gateway
https://github.com/aws-samples/aws-network-firewall-deployment-with-transit-gateway
https://github.com/aws-samples/aws-network-firewall-deployment-with-transit-gateway
https://github.com/aws-samples/aws-network-firewall-deployment-with-transit-gateway
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叙事詩

トランジットゲートウェイとルートの作成

タスク 説明 必要なスキル

トランジットゲートウェイを作
成します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソール (Amazon 
VPC) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [トラ
ンジットゲートウェイ] を選択
します。

3. [Transit Gateway の作成] を選
択します。

4. [名前タグ] に、トランジット
ゲートウェイの名前を入力し
ます。

5. [説明] に、トランジットゲー
トウェイの説明を入力しま
す。

6. [アマゾン側の ASN] に、デ
フォルトの ASN 値のままにし
ます。

7. DNS サポートオプションを選
択します。

8. VPN ECMP サポートオプショ
ンを選択します。

9. デフォルトルートテーブル関
連付けオプションを選択しま
す。このオプションにより、
トランジットゲートウェイア
タッチメントをトランジッ
トゲートウェイのデフォルト
ルートテーブルに自動的に関
連付けることができます。

10.「デフォルト・ルート表伝
達」 オプションを選択しま
す。このオプションは、トラ
ンジットゲートウェイアタッ
チメントをトランジットゲー
トウェイのデフォルトルート
テーブルに自動的に伝達しま
す。

11.[Transit Gateway の作成] を選
択します。

AWS DevOps

トランジットゲートウェイア
タッチメントを作成します。

以下のトランジットゲートウェ
イアタッチメントを作成しま
す。

• インスペクション VPC と
Transit Gateway サブネットの
インスペクションアタッチメ
ント

AWS DevOps
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https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-vpc-attachments.html#create-vpc-attachment
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-vpc-attachments.html#create-vpc-attachment
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-vpc-attachments.html#create-vpc-attachment
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• スポーク VPCA とプライベー

トサブネット内の SpokeVPCA
アタッチメント

• スポーク VPCB とプライベー
トサブネット内の SpokeVPCB
アタッチメント

• 出力 VPC とプライベートサブ
ネット内の出力 VPC アタッチ
メント

トランジットゲートウェイの
ルートテーブルを作成します。

1. スポーク VPC のトランジッ
トゲートウェイルートテーブ
ルを作成します。このルート
テーブルは、インスペクショ
ン VPC 以外のすべての VPC 
に関連付ける必要がありま
す。

2. ファイアウォール用のトラン
ジットゲートウェイのルート
テーブルを作成します。この
ルートテーブルはインスペク
ション VPC のみに関連付ける
必要があります。

3. ファイアウォールのトラン
ジットゲートウェイのルート
テーブルへのルートの追加
• には0.0.0/0、EgressVPC

アタッチメントを使用して
ください。

• SpokeVPCA CIDR ブロック
には、SpokeVPC1 アタッ
チメントを使用してくださ
い。

• SpokeVPCB CIDR ブロック
には、SpokeVPC2 アタッ
チメントを使用してくださ
い。

4. スポーク VPC のトランジッ
トゲートウェイルートテーブ
ルにルートを追加します。に
は0.0.0/0、インスペクショ
ン VPC アタッチメントを使用
してください。

AWS DevOps

ファイアウォールとルートの作成

タスク 説明 必要なスキル

インスペクション VPC にファイ
アウォールを作成します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソール (Amazon 
VPC) を開きます。

AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-route-tables.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-route-tables.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-route-tables.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-route-tables.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-route-tables.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-route-tables.html
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
2. ナビゲーションペインの 

[Network Firewall] (ネット
ワークファイアウォール) で 
[Firewall] (ファイアウォール) 
を選択します。

3. [ファイアウォールの作成] を
選択します。

4. [Name] (名前) で、このファ
イアウォールを識別するた
めに使用する名前を入力しま
す。ファイアウォールの作成
後は、ファイアウォールの名
前を変更することはできませ
ん。

5. VPC の場合は、インスペク
ション VPC を選択します。

6. アベイラビリティーゾーンと
サブネットには、特定した
ゾーンとファイアウォールサ
ブネットを選択します。

7. 「関連するファイアウォール
ポリシー」セクションで、
「既存のファイアウォール
ポリシーを関連付ける」を選
択し、先に作成したファイア
ウォールポリシーを選択しま
す。

8. [ファイアウォールの作成] を
選択します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ファイアウォールポリシーを作
成します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソール (Amazon 
VPC) を開きます。

2. ナビゲーションペインの
[Network Firewall] (ネット
ワークファイアウォール) で
[Firewall policies] (ファイア
ウォールポリシー) を選択しま
す。

3. 「ファイアウォールポリシー
の説明」ページで、「ファイ
アウォールポリシーの作成」
を選択します。

4. [Name] (名前) で、ファイア
ウォールポリシーに使用する
名前を入力します。後でこの
パターンでポリシーをファイ
アウォールに関連付けるとき
に、この名前を使用してポリ
シーを識別します。一度作成
したトラフィックポリシーの
名前は変更できません。

5. [次へ] を選択します。
6. [ルールグループの追加] ペー

ジの [ステートレスルールグ
ループ] セクションで、[ス
テートレスルールグループの
追加] を選択します。

7. 既存のルールグループから追
加ダイアログボックスで、
以前に作成したステートレ
スルールグループのチェック
ボックスを選択します。[ルー
ルグループの追加] を選択し
ます。注:ページ下部にある
ファイアウォールポリシーの
容量カウンタには、ファイア
ウォールポリシーで許可され
ている最大容量の横に、この
ルールグループを追加するこ
とによって消費された容量が
表示されます。

8. ステートレスのデフォルトア
クションを [ステートフルルー
ルへの転送] に設定します。

9. 「ステートフルルールグルー
プ」セクションで、「ステー
トフルルールグループの追
加」を選択し、先ほど作成し
たステートフルルールグルー
プのチェックボックスを選択

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
します。[ルールグループの追
加] を選択します。

10.[次へ] を選択してセットアッ
プウィザードの残りの手順を
実行し、[ファイアウォールポ
リシーの作成] を選択します。

VPC ルートテーブルを更新しま
す。

インスペクション VPC ルート
テーブル

1. ANFサブネットルート
テーブル (Inspection-
ANFRT) で、Transit Gateway 
ID0.0.0/0 に追加します。

2. Transit Gateway のサブ
ネットルートテーブル 
(Inspection-TGWRT) 
で、0.0.0/0 EgressVPCに追
加します。

スポーク VPCA ルートテーブル

プライベートルートテー
ブルで、Transit Gateway 
ID0.0.0.0/0 に追加します。

スポーク VPCB ルートテーブル

プライベートルートテー
ブルで、Transit Gateway 
ID0.0.0.0/0 に追加します。

出力 VPC ルートテーブル

出力パブリックルートテーブ
ルで、SpokeVPCA ブロックと
SpokeVPCB CIDR ブロックを
Transit Gateway ID に追加しま
す。プライベートサブネットに
ついても同じ手順を繰り返しま
す。

AWS DevOps

CloudWatch リアルタイムのネットワーク検査を実行するように設定する

タスク 説明 必要なスキル

ファイアウォールのログ設定を
更新します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソール (Amazon 
VPC) を開きます。

2. ナビゲーションペインの 
[Network Firewall] (ネット
ワークファイアウォール) で 

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
[Firewall] (ファイアウォール) 
を選択します。

3. [Firewall] (ファイアウォール) 
ページで、編集するファイ
アウォールの名前を選択しま
す。

4. [ファイアウォールの詳細] タ
ブを選択します。「ロギン
グ」セクションで、「編集」
を選択します。

5. 必要に応じてログタイプの選
択を調整します。アラートロ
グとフローログのロギングを
設定できます。
• アラート — アクション

が Alert または Drop に設
定されているステートフ
ルルールに一致するトラ
フィックのログを送信しま
す。ステートフルルールと
ルールグループの詳細につ
いては、「AWS Network 
Firewall のルールグループ」
をご参照ください。

• Flow — ステートレスエンジ
ンがステートフルルールエ
ンジンに転送したすべての
ネットワークトラフィック
のログを送信します。

6. 選択した各ログタイプについ
て、宛先タイプを選択し、
ロギング先の情報を入力しま
す。詳細については、ネット
ワークファイアウォールのド
キュメントの「AWS Network 
Firewall Network Firewall ロ
ギング先」を参照してくださ
い。

7. [Save] (保存) を選択します。

セットアップを確認する

タスク 説明 必要なスキル

セットアップをテストするに
は、EC2 インスタンスを起動し
ます。

スポーク VPC で 2 つの Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを起動しま
す。1 つはジャンプボックス用、
もう 1 つはテスト接続用です。

AWS DevOps

メトリクスを確認してくださ
い。

メトリクスはまずサービス名前
空間ごとにグループ化されてか

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ら、各名前空間内のさまざまな
ディメンションの組み合わせで
グループ化されます。Network 
Firewall CloudWatch 名前空間は
ですAWS/NetworkFirewall。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、CloudWatch 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで
[Metrics] (メトリクス) を選択
します。

3. [すべてのメトリックス] タブ
で [リージョン] を選択し、
次に [AWS/] を選択します
NetworkFirewall。

関連リソース
• インターネットゲートウェイを備えたシンプルなシングルゾーンアーキテクチャ
• インターネットゲートウェイを備えたマルチゾーンアーキテクチャ
• インターネットゲートウェイと NAT ゲートウェイを使用したアーキテクチャ

AWS CodePipeline CI/CD パイプラインを使用して 
AWS Glue ジョブをデプロイする

作成者:ブルーノ・クライン (AWS) とルイス・エンリケ・マッサオ・ヤマダ (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: DevOps; ビッグ
データ

AWS サービス: AWS Glue; 
AWS CodeCommit; AWS 
CodePipeline; AWS Lambda

概要
このパターンは、Amazon Web Services (AWS) CodeCommit と AWS GAWS CodePipeline Glue を統合
し、開発者がリモート AWS CodeCommit リポジトリに変更をプッシュするとすぐに AWS Lambda を使
用してジョブを開始する方法を示しています。 

開発者が抽出、変換、ロード (ETL) リポジトリに変更をサブミットし、その変更を AWS にプッシュす
ると CodeCommit、新しいパイプラインが呼び出されます。パイプラインは、これらの変更を使用して 
AWS Glue ジョブを起動する Lambda 関数を開始します。AWS Glue ジョブは ETL タスクを実行します。

このソリューションは、企業、開発者、データエンジニアが、変更がコミットされてターゲットリポジト
リにプッシュされたらすぐにジョブを開始したい場合に役立ちます。これにより、より高いレベルの自動
化と再現性が実現し、ジョブの起動とライフサイクル中のエラーを回避できます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Git はローカルマシンにインストールされています
• ローカルマシンにインストールされている Amazon Cloud Development Kit (Amazon CDK)
• ローカルマシンに Python がインストールされている
• 添付ファイルセクションのコード

機能制限

• パイプラインは、AWS Glue ジョブが正常に起動するとすぐに終了します。これは、仕事の終了を待た
ずに行われます。

• 添付ファイル内のコードは、デモのみを目的としています。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Glue
• AWS Lambda
• AWS CodePipeline
• AWS CodeCommit

ターゲットアーキテクチャ

このプロセスは次の 3 つのステップで構成されています。

1. 開発者またはデータエンジニアが ETL コードを変更し、その変更をコミットして AWS CodeCommit に
プッシュします。

2. プッシュによってパイプラインが開始されます。
3. パイプラインは Lambda 関数を起動します。この関数はリポジトリを呼び出

しcodecommit:GetFile、ファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアップロード
します。

4. Lambda 関数は、ETL コードを使用して新しい AWS Glue ジョブを起動します。
5. Lambda 関数はパイプラインを終了します。

自動化とスケーリング

サンプル添付は、AWS Glue と AWS を統合する方法を示しています CodePipeline。これは、ユーザー自
身で使用するためにカスタマイズまたは拡張できるベースラインサンプルです。詳細については、「エ
ピック」セクションを参照してください。

Tools
• AWS CodePipeline — AWS CodePipeline はフルマネージド型の継続的デリバリーサービスで、アプリ

ケーションとインフラストラクチャの更新を迅速かつ高い信頼性で行うために、パイプラインのリリー
スを自動化します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は、安全な Git ベースのリポジトリをホストする完全マネージ
ド型のソース管理サービスです。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行でき
るサーバーレスコンピューティングサービスです。

• AWS Glue — AWS Glue はサーバーレスデータ統合サービスで、分析、機械学習、アプリケーション開
発のためのデータの検出、準備、結合を容易にします。

• Git クライアント — Git には GUI ツールが用意されていますが、コマンドラインやデスクトップツール
を使用してから必要なアーティファクトをチェックアウトすることもできます GitHub。 

• AWS CDK — AWS CDK はオープンソースのソフトウェア開発フレームワークです。これにより、使い
慣れたプログラミング言語を使用してクラウドアプリケーションリソースを定義できます。

エピック
サンプルコードをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CLI の設定。 現在の AWS アカウントを
ターゲットにして認証するた
めに、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) を設定しま
す。手順については、AWS CLI 
のドキュメントを参照してくだ
さい。

開発者、 DevOps エンジニア

サンプルプロジェクトファイル
を抽出します。

添付ファイルからファイルを抽
出し、サンプルプロジェクト
ファイルが含まれているフォル
ダーを作成します。

開発者、 DevOps エンジニア

サンプルコードをデプロイしま
す。

ファイルを抽出したら、抽出場
所から次のコマンドを実行し
てベースラインの例を作成しま
す。

cdk bootstrap
cdk deploy
git init
git remote add origin <code-
commit-repository-url>
git stage .
git commit -m "adds sample 
 code"
git push --set-upstream 
 origin main

最後のコマンドの後、パイプラ
インと AWS Glue ジョブのス
テータスをモニタリングできま
す。

開発者、 DevOps エンジニア

コードをカスタマイズします。 ビジネス要件に応じて etl.py ファ
イルのコードをカスタマイズし
ます。ETL コードを修正した
り、パイプラインステージを変

データエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
更したり、ソリューションを拡
張したりできます。

関連リソース
• AWS CDK の使用を開始する
• AWS Glue でのジョブの追加
• でのソースアクション統合 CodePipeline
• のパイプラインで AWS Lambda 関数を呼び出す CodePipeline
• AWS Glue プログラミング
• AWS CodeCommit GetFile API

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

EC2 インスタンスプロファイルを使用して AWS 
Cloud9 から Amazon EKS クラスターをデプロイし
ます。

作成者:サガー・パニグラヒ (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: DevOps; コンテナ
とマイクロサービス

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon 
EKS、AWS Cloud9、AWS 
Identity and Access 
Management、AWS 
CloudFormation

概要
このパターンは、AWS Cloud9 と AWS CloudFormation を使用して、Amazon Web Services (AWS) アカ
ウントのユーザーがプログラムによるアクセスを有効にしなくても運用できる Amazon Elastic Kubernetes 
サービス (Amazon EKS) クラスターを作成する方法を示しています。

AWS Cloud9 は、ブラウザを使用してコードを記述、実行、およびデバッグするのに役立つクラウドベー
スの統合開発環境 (IDE) です。AWS Cloud9 は、Amazon Amazon Cloud (Amazon EC2) インスタンスプロ
ファイルと AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon EKS クラスターをプロビジョニング
するコントロールセンターとして使用されます。 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

AWS Identity and Access Management ユーザーを作成せず、代わりに IAM (IAM) ユーザーを作成し、代
わりに IAM ロールを使用することをお勧めします。ロールベースのアクセスコントロール (RBAC) は、
個々のユーザーのロールに基づいてリソースへのアクセスを規制します。このパターンは、Amazon EKS 
クラスター内の RBAC を更新して特定の IAM ロールへのアクセスを許可する方法を示しています。

このパターンの設定は、 DevOps チームが AWS Cloud9 の機能を使用して Amazon EKS インフラストラ
クチャを作成するためのコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) リソースを維持および開発するのに
も役立ちます。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• アカウントの IAM ポリシーとポリシーとポリシーとポリシーとポリシーを作成するアクセス許

可。ユーザーの IAMAWSCloud9Administrator ロールにはポリシーを含める必要がありま
す。AWSServiceRoleForAmazonEKSeksNodeRolesおよびロールは Amazon EKS クラスターの作成
に必要なため、作成する必要があります。

• Kubernetes のコンセプトに関する知識。

機能制限

• このパターンでは、基本的な Amazon EKS クラスターの作成方法について説明します。プロダクション
クラスターの場合は、AWS CloudFormation テンプレートを更新する必要があります。 

• このパターンでは、追加の Kubernetes コンポーネント (Fluentd、入力コントローラー、ストレージコン
トローラーなど) はデプロイされません。 

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• AWS Cloud9
• AWS CloudFormation
• Amazon EKS
• IAM

 

自動化とスケーリング

このパターンを拡張して、継続的デプロイ (CI/CD) パイプラインに組み込むと、Amazon EKS のプロビ
ジョニング全体を自動化できます。

Tools
• AWS CloudFormation — AWS では AWS CloudFormation リソースのモデル化とセットアップに役立つ

ため、リソース管理に割く時間を減らし、アプリケーションにより注力できるようになります。
• AWS Cloud9 — AWS Cloud9 では、リッチなコード編集エクスペリエンスを実現しており、複数のプロ

グラミング言語、ランタイムデバッガ、および組み込みターミナルがサポートされています。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して 
AWS サービスと対話できるオープンソースツールです。

• Kubectl —kubectl は Amazon EKS クラスターの操作に使用できるコマンドラインユーティリティで
す。

エピック
EC2 インスタンスプロファイルの IAM ロールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

IAM ポリシーを作成する AWS マネジメントコンソール
にサインインし、IAM コンソー
ルを開いて [ポリシー] を選択
し、[ポリシーの作成] を選択し
ます。JSON タブを選択し、 
policy-role-eks-instance-profile-
for-cloud 9.json ファイル (添付) 
の内容を貼り付けます。

ポリシーの検証中に生成された
セキュリティ警告、エラー、ま
たは一般的な警告を解決してか
ら、[ポリシーの確認] を選択し
ます。ポリシーの [名前] を入力
します。ポリシー名にはeks-
instance-profile-for-
cloud9、を使用することをお勧
めします。

ポリシーの [Summary] (概要) を
参照して、ポリシーによって付
与された許可を確認します。次
に、[ポリシーの作成] を選択しま
す。

クラウド管理者

ポリシーを使用して IAM ロール
を作成します。

IAM コンソールで [ロール] を選
択し、[ロールの作成] を選択し
ます。[AWS サービス] を選択
し、リストから [EC2] を選択し
ます。

[Next: (次へ:)] を選択します 以前
に作成した IAM ポリシーの権限
と検索。要件に合った適切なタ
グを選択してください。

[確認] セクションで、ロールの
名前を入力します。role-eks-
instance-profile-for-
cloud9ロール名には、を使用
することをお勧めします。次
に、[Create role] (ロールの作成) 
を選択します。

クラウド管理者
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エピック

Amazon EKS RBAC 用の IAM ポリシーとロールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

IAM ポリシーを作成する IAM コンソールで [ポリシー] を
選択し、[ポリシーの作成] を選択
します。JSON タブを選択し、 
policy-for-eks-rbac .json ファイル 
(添付) の内容を貼り付けます。

ポリシーの検証中に生成された
セキュリティ警告、エラー、ま
たは一般的な警告を解決してか
ら、[ポリシーの確認] を選択しま
す。ポリシーの [名前] を入力し
ます。ポリシー名にはpolicy-
for-eks-rbac、を使用するこ
とをお勧めします。ポリシーの
[Summary] (概要) を参照して、
ポリシーによって付与された許
可を確認します。次に、[ポリ
シーの作成] を選択します。

クラウド管理者

ポリシーを使用して IAM ロール
を作成します。

IAM コンソールで [ロール] を選
択し、[ロールの作成] を選択し
ます。[AWS サービス] を選択
し、リストから [EC2] を選択し
ます。[Next: (次へ:)] を選択しま
す 以前に作成した IAM ポリシー
の権限と検索。要件に合った適
切なタグを選択してください。

[確認] セクションで、ロールの
名前を入力します。role-eks-
admin-for-rbacロール名に
は、を使用することをお勧めし
ます。次に、[Create role] (ロー
ルの作成) を選択します。

クラウド管理者

AWS Cloud9 環境を作成する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Cloud9 環境を作成しま
す。

AWS Cloud9 コンソールを開
き、[Create] (環境を作成) を選
択します。［名前環境］ペー
ジで、環境の名前を入力しま
す。eks-management-env環境
名には、を使用することをお勧
めします。要件に応じて残りの
設定を行い、[Next step] を選択
します。

［Review (見直し)］ページで、
［Create environment (環境の

クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
作成)］を選択します。AWS 
Cloud9 が環境を作成する間、待
ちます。これには数分間かかる
場合があります。

使用可能な設定オプションの詳
細については、AWS Cloud9 ド
キュメントの「EC2 環境の作
成」を参照してください。

AWS Cloud9 の一時的な IAM 認
証情報を削除します。

AWS Cloud9 環境をプロビジョ
ニングしたら、歯車アイコンで
[設定] を選択します。[設定] で 
[AWS 設定] を選択し、[認証情報] 
を選択します。

AWS 管理の一時認証情報をオフ
にして、タブを閉じます。

クラウド管理者

基盤の EC2 インスタンスプロ
ファイルを、ベースの EC2 イン
スタンスインスタンスにアタッ
チします。

Amazon EC2 コンソールを開
き、AWS Cloud9 の環境に合っ
た EC2 インスタンスを選択し
ます。推奨した名前を使用した
場合、EC2 インスタンスが呼び
出されますaws-cloud9-eks-
management-env。

EC2 インスタンスを選択し、
[アクション] を選択してから、
[インスタンス設定] を選択しま
す。[IAM ロールのアタッチ/置
換] を選択します。以前に作成し
た IAMrole-eks-instance-
profile-for-cloud9 ロール
の名前を検索し、[Apply] を選択
します。

クラウド管理者

Amazon EKS でのクラスターの作成

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EKS クラスターを作成
します。

AWS 用の eks-cfn.yaml (添付) 
CloudFormation テンプレートを
ダウンロードして開きます。要
件に応じてテンプレートを編集
します。

AWS Cloud9 環境を開き、[新規
ファイル] を選択します。前に作
成した AWS CloudFormation テ
ンプレートをフィールドに貼り
付けます。テンプレート名には 
eks-cfn.yaml を使用することをお
勧めします。

クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
AWS Cloud9 ターミナルで、次
のコマンドを実行して Amazon 
EKS クラスターを作成します。

aws cloudformation 
create-stack --stack-
name eks-cluster --
template-body file://
eks-cfn.yaml --region 
<your_AWS_Region>

AWS CloudFormation 呼び出
しが成功すると、出力に AWS 
CloudFormation スタックの 
Amazon リソースネーム (ARN) 
が表示されます。スタックの作
成には、10 ～ 20 分かかる場合
があります。

Amazon EKS クラスターのス
テータスを確認します。

AWS CloudFormation コンソール
で Stacks ページを開き、スタッ
ク名を選択します。

スタックは、スタックの
ステータスコードが表示
されたときに作成されま
すCREATE_COMPLETE。詳細に
ついては、AWS CloudFormation 
ドキュメントの「AWS 
CloudFormation スタックのデー
タとリソースの表示」を参照し
てください。

クラウド管理者

Amazon EKS クラスター内の Kubernetes リソースにアクセスする

タスク 説明 必要なスキル

AWS Cloud9 環境に kubectl をイ
ンストールします。

Amazon EKS ドキュメントの
「kubectl のインストール」
に記載されている手順に従っ
て、AWS Cloud9 環境にインス
トールします。kubectl

クラウド管理者

AWS Cloud9 で新しい Amazon 
EKS 設定を更新します。

AWS Cloud9 ターミナルで次の
コマンドを実行して、を Amazon 
EKSkubeconfig クラスターか
ら AWS Cloud9 環境に更新しま
す。

aws eks update-
kubeconfig --name 
EKS-DEV2 --region 
<your_AWS_Region> 

クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
重要:EKS-DEV2は、クラス
ターの作成に使用した AWS 
CloudFormation テンプレート内
の Amazon EKS クラスターの名
前です。

kubectl get all -Aコマ
ンドを実行すると、すべての 
Kubernetes リソースが表示され
ます。

管理者の IAM ロールを 
Kubernetes RBAC に追加しま
す。

AWS Cloud9 ターミナルで次の
コマンドを実行して、Amazon 
EKS の RBAC 設定マップを編集
モードで開きます。

kubectl edit cm/aws-auth 
-n kube-system

mapRolesセクションの下に次の
行を追加します。

- groups:  
- system:masters  
rolearn: <ARN_of_IAM_role 
 _from_second_epic>  
username: eksadmin

構文エラーを避けるため、YAML 
形式のファイルを lint してくださ
い。viコマンドを使用してファ
イルを保存し、ファイルを終了
します。

[Note:] (メモ:) このセクション
を追加することで、Amazon 
EKS クラスターで完全な管理
者アクセス権を取得すること
を Kubernetes RBAC に通知
します。<ARN_of_IAM_role 
_from_second_epic>つま
り、特定された IAM ロール
は Kubernetes クラスター上
で管理アクションを実行でき
るということです。Amazon 
EKSmapRoles クラスターが
プロビジョニングされている
間、AWS は既存のセクションを
下に追加します。

クラウド管理者

関連リソース
リファレンス:
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AWS 規範的ガイダンス パターン
添付ファイル

• モジュール式でスケーラブルな Amazon EKS アーキテクチャ (クイックスタート)
• Amazon EKS クラスターのユーザーまたは IAM ロールの管理
• 新しい Amazon EKS コントロールプレーンを作成するための AWS CloudFormation テンプレート

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS、AWS、AWS を使用して複数の AWS 
CodePipeline リージョンにコードをデプロイする 
CodeCommit CodeBuild

作成者:ラーマ・アナンド・クリシュナ・バラナシ (AWS)

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: 管理とガバナンス; 
DevOps

AWS サービス: AWS 
CodeCommit; AWS 
CodePipeline; AWS CodeBuild

概要
このパターンは、AWS を使用して複数のAmazon Web Services (AWS) リージョンにまたがるインフラ
ストラクチャまたはアーキテクチャを構築する方法を示しています CloudFormation。これには、複数の 
AWS リージョンにわたる継続的インテグレーション (CI) /継続的デプロイ (CD) が含まれており、デプ
ロイを迅速に行えます。 このパターンのステップは、例として 3 つの AWS リージョンにデプロイする 
AWS CodePipeline ジョブの作成でテストされています。ユースケースに基づいてリージョンの数を変更
できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• テスト、バンドル、アーティファクトのパッケージ化、複数の AWS CodeBuild CodeBuild リージョ

ンへのデプロイという CI タスクをparallel CloudFormation して実行するための適切なポリシーを備
えた、AWS と AWS の 2 つの AWS Identity and Access Management (IAM) ロール   [Note:] (メモ:) 
CodePipeline によって作成されたポリシーをクロスチェックして、 CodeBuild と AWS に CI フェーズ
と CD CloudFormation フェーズで適切な権限があることを確認します。
• Amazon S3 CodeBuild FullAccessCloudWatchFullAccessとポリシーに関する役割です。これ

らのポリシーにより CodeBuild 、Amazon CodeCommit 経由で AWS のイベントを監視したり 
CloudWatch 、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) をアーティファクトストアとして使用し
たりすることができます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• 次のポリシーを含む AWS CloudFormation ロール。これにより、AWS CloudFormation は最終ビルド
段階で AWS Lambda 関数の作成または更新、Amazon CloudWatch ログのプッシュまたは監視、変更
セットの作成と更新を行うことができます。 
• AWSLambdaFullAccess
• AWSCodeDeployFullAccess
• CloudWatchFullAccess
• AWSCloudFormationFullAccess
• AWSCodePipelineFullAccess

アーキテクチャ

このパターンの複数リージョンのアーキテクチャとワークフローは、次の手順で構成されています。

1. CodeCommit コードをリポジトリに送信します。
2. コードの更新またはコミットを受け取ると、 CodeCommit CloudWatch イベントを呼び出し、 

CodePipeline そのイベントがジョブを開始します。
3. CodePipeline によって処理される CI CodeBuild と連携します。次のタスクが実行されます。

• AWS CloudFormation テンプレートのテスト (オプション)
• デプロイに含まれる各リージョンの AWS CloudFormation テンプレートのパッケージング。たとえ

ば、このパターンでは 3 つの AWS リージョンにparallel デプロイされるため、AWS CloudFormation 
テンプレートは、指定された各リージョンに 1 つずつ、合計 3 つの S3 CodeBuild バケットにパッ
ケージ化されます。S3 CodeBuild バケットはアーティファクトリポジトリとしてのみ使用されます。

4. CodeBuild 3 つの AWS リージョンでparallel 実行される次の Deploy フェーズの入力としてアーティ
ファクトをパッケージ化します。 CodePipeline 別のリージョンを指定すると、それらのリージョンに
デプロイされます。

Tools
Tools

• AWS CodePipeline — CodePipeline は、ソフトウェア変更を継続的にリリースするために必要な手順の
モデル化、視覚化、および自動化に使用できる継続的な配信サービスです。

• AWS CodeBuild — CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユ
ニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。

• AWS CodeCommit — CodeCommit クラウド内のアセット (ソースコードやバイナリファイルなど) を非
公開で保存および管理するために使用できるAmazon Web Services によってホストされるバージョン管
理サービスです。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は Amazon Web Services リソースのモデル化および
セットアップに役立つサービスです。リソース管理に割く時間を減らし、AWS で実行するアプリケー
ションにより注力できるようになります。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスをセキュアに制御するた
めのウェブサービスです。

• Amazon Simple S3 — Amazon Simple S3（Amazon S3）は、インターネット用のストレージです。ま
た、ウェブスケールのコンピューティングを開発者が簡単に利用できるよう設計されています。

Code

BuildSpec.yaml次のサンプルコードはファイル (ビルドフェーズ) 用です。
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叙事詩

---
artifacts:
discard-paths: true
files:
- packaged-first-region.yaml
- packaged-second-region.yaml
- packaged-third-region.yaml
phases:
build:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - CF PACKAGING**********"
- "aws cloudformation package --template-file sam-template.yaml --s3-bucket 
 $S3_FIRST_REGION --output-template-file packaged-first-region.yaml --region $FIRST_REGION"
- "aws cloudformation package --template-file sam-template.yaml --s3-bucket 
 $S3_SECOND_REGION --output-template-file packaged-second-region.yaml --region 
 $SECOND_REGION"
- "aws cloudformation package --template-file sam-template-anand.yaml --s3-bucket 
 $S3_THIRD_REGION --output-template-file packaged-third-region.yaml --region $THIRD_REGION"
install:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - PYTHON SETUP**********"
runtime-versions:
python: 3.8
post_build:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - PACKAGING COMPLETION**********"
pre_build:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - DEPENDENCY SETUP**********"
- "npm install --silent --no-progress"
- echo "********BUILD PHASE - DEPENDENCY SETUP DONE**********"
version: 0.2

叙事詩
CodeCommit コードとリポジトリを準備する

タスク 説明 必要なスキル

デプロイするプライマリ AWS 
リージョンを選択します。

AWS アカウントにサインイ
ンし、デプロイするプライマ
リリージョンを選択します。 
CodeCommit リポジトリはプラ
イマリリージョンにあります。

DevOps

CodeCommit リポジトリを作成
します。

CodeCommit リポジトリを作
成し、必要なコードをそのリポ
ジトリにプッシュします。コー
ドには通常、 CloudFormation 
AWSまたはAWS SAMテンプ
レート、Lambdaコード（ある
場合）、およびAWS CodeBuild
buildspec.yaml WSへの入力
としてのファイルが含まれます 
CodePipeline。

DevOps

CodeCommit コードをリポジト
リにプッシュします。

添付ファイルセクションで、
この例のコードをダウンロー
ドし、必要なコードをそこに
プッシュします。通常、コー

DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ドには、パイプラインへの入
力として AWS CloudFormation 
または AWS SAM テンプレー
ト、Lambda コード、 CodeBuild
buildspec.yamlおよびファイ
ルを含めることができます。

ソースフェーズの移行: パイプラインの作成

タスク 説明 必要なスキル

CodePipeline ジョブを作成しま
す。

CodePipeline コンソールで、[パ
イプラインの作成] を選択しま
す。

DevOps

CodePipeline ジョブに名前を付
け、サービスロール設定を選択
します。

ジョブの名前を入力し、デフォ
ルトのサービスロール設定のま
まにしておくと、 CodePipeline 
必要なポリシーがアタッチされ
たロールが作成されます。

DevOps

アーティファクトストアの場所
を指定します。

[詳細設定] では、コードアーティ
ファクトのストレージに使用す
る S3 CodePipeline バケットが
作成されるように、デフォルト
のオプションをそのまま使用し
ます。代わりに既存の S3 バケッ
トを使用する場合、バケットは
最初のエピックで指定したプラ
イマリリージョンにある必要が
あります。

DevOps

暗号化キーを指定します。 デフォルトのオプションである
デフォルト AWS マネージドキー
のままにするか、独自の AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) のカスタマーマネージド
キーを使用することを選択しま
す。

DevOps

ソースプロバイダーを指定しま
す。

[ソースプロバイダー] で [AWS] 
を選択します CodeCommit。

DevOps

リポジトリを指定します。 CodeCommit 最初のエピックで
作成したリポジトリを選択しま
す。ブランチにコードを配置し
た場合は、ブランチを選択しま
す。

DevOps

コード変更の検出方法を指定し
ます。

CodeCommit CodePipeline 
ジョブを開始するための変更ト
リガーとして、デフォルトの
Amazon CloudWatch Events の
ままにします。

DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

ビルドフェーズの移行: パイプライプラインの設定

タスク 説明 必要なスキル

ビルドプロバイダーを指定しま
す。

ビルドプロバイダーには AWS を
選択します CodeBuild。

DevOps

AWS リージョンを指定します。 最初のエピックで指定したプラ
イマリリージョンを選択しま
す。

DevOps

ビルドフェーズの移行: プロジェクトの作成と設定

タスク 説明 必要なスキル

プロジェクトの作成 [プロジェクトを作成] を選択し、
プロジェクトの名前を入力しま
す。

DevOps

環境イメージを指定します。 このパターンのデモンストレー
ションでは、 CodeBuild デフォ
ルトの管理イメージを使用し
てください。また、カスタム
Dockerイメージがある場合は、
それを使用するオプションもあ
ります。

DevOps

オペレーティングシステムを指
定します。

Amazon Linux 2 または Ubuntu 
のいずれかを選択します。

DevOps

サービスロールを指定します。 CodeBuild CodePipeline ジョブ
の作成を開始する前に作成した
ロールを選択します。(「前提条
件」セクションを参照してくだ
さい)。

DevOps

その他のオプションを設定しま
す。

[タイムアウト] と [キュータイム
アウト] については、デフォルト
値のままにします。証明書につ
いては、使用するカスタム証明
書がない限り、デフォルトの設
定のままにします。

DevOps

環境変数を作成します。 デプロイ先の AWS リージョンご
とに、S3 バケット名とリージョ
ン名 (たとえば us-east-1) を指定
して環境変数を作成します。

DevOps

ビルドスペックファイル名が 
buildspec.yml でない場合は、そ
の名前を指定します。

ファイル名がデフォルト
の場合は、このフィール
ドを空白のままにしま
すbuildspec.yaml。buildspec 
ファイルの名前を変更した場合
は、ここに名前を入力します。 
CodeCommit リポジトリにある

DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ファイルの名前と一致すること
を確認してください。

ロギングを指定します。 Amazon CloudWatch Events の
ログを表示するには、デフォル
ト設定のままにしておきます。
または、特定のグループ名また
はロガー名を定義できます。

DevOps

デプロイフェーズをスキップ

タスク 説明 必要なスキル

デプロイフェーズの作成をス
キップして、パイプラインの作
成を完了します。

パイプラインを設定する
と、Deploy CodePipeline フェー
ズで作成できるステージは 1 つ
だけです。複数の AWS リー
ジョンにデプロイするには、こ
のフェーズをスキップしてくだ
さい。パイプラインを作成した
ら、複数の Deploy フェーズス
テージを追加できます。

DevOps

デプロイフェーズの移行: 最初のリージョンへのデプロイ用にパイプラインを設
定します。

タスク 説明 必要なスキル

Deploy フェーズにステージを追
加します。

パイプラインを編集し、デプロ
イフェーズで [ステージを追加] 
を選択します。この第一段階は
主要地域向けです。

DevOps

ステージのアクション名を指定
します。

最初の (プライマリ) ステージ
とリージョンを反映した一意
の名前を入力します。たとえ
ば、primary_ _deploy <region>と
入力します。

DevOps

アクションプロバイダーを指定
します。

アクションプロバイダー
には、AWS を選択します 
CloudFormation。

DevOps

第 1 ステージのリージョンを設
定します。

CodePipeline CodeBuild とが設
定されているのと同じリージョ
ンである最初の (プライマリ) 
リージョンを選択します。これ
は、スタックをデプロイするプ
ライマリリージョンです。

DevOps

入力アーティファクトを指定し
ます。

選択BuildArtifact。これはビルド
フェーズの出力です。

DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

取るアクションを指定します。 アクションモードでは、[スタッ
クの作成または更新] を選択しま
す。

DevOps

CloudFormation スタックの名前
を入力します。

  DevOps

最初のリージョンのテンプレー
トを指定します。

最初の (プライマリ) リージョン
の S3 CodeBuild バケットによっ
てパッケージ化され、ダンプさ
れたリージョン固有のパッケー
ジ名を選択します。

DevOps

機能を指定します。 スタックテンプレートに IAM 
リソースが含まれている場
合、またはマクロを含むテン
プレートから直接スタック
を作成する場合には機能が
必要です。このパターンに
は、CAPABILITY_IAM、CAPABILITY_NAMED_IAM、CAPABILITY_AUTO_EXPAND 
を使用します。

DevOps

デプロイフェーズの移行: 2 番目のリージョンへのデプロイ用にパイプラインを設
定します。

タスク 説明 必要なスキル

デプロイフェーズに 2 番目のス
テージを追加します。

2 番目のリージョンのステージを
追加するには、パイプラインを
編集し、デプロイフェーズで [ス
テージを追加] を選択します。重
要: 2 番目のリージョンを作成す
るプロセスは、次の値以外は 1 
番目のリージョンの作成プロセ
スと同じです。

DevOps

第 2 段階のアクション名を指定
します。

第 2 ステージと 2 番目の地域を
反映した一意の名前を入力しま
す。

DevOps

第 2 段階のリージョンを設定し
ます。

スタックをデプロイする 2 番目
のリージョンを選択します。

DevOps

2 番目のリージョンのテンプレー
トを指定します。

2 番目のリージョンの S3 
CodeBuild バケットによってパッ
ケージ化され、ダンプされた
リージョン固有のパッケージ名
を選択します。

DevOps
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関連リソース

デプロイフェーズの移行: 3 番目のリージョンにデプロイするためのパイプライン
の設定

タスク 説明 必要なスキル

3 番目のステージをデプロイ
フェーズに追加します。

3 番目のリージョンのステージ
を追加するには、パイプライン
を編集し、デプロイフェーズで 
[Add stage] を選択します。重要: 
2 番目のリージョンを作成するプ
ロセスは、次の値以外は前の 2 
つのリージョンの作成プロセス
と同じです。

DevOps

第 3 ステージのアクション名を
指定します。

第 3 ステージと 3 番目のリー
ジョンを反映した一意の名前を
入力します。

DevOps

第 3 ステージのリージョンを設
定します。

スタックをデプロイする 3 番目
のリージョンを選択します。

DevOps

3 番目のリージョンのテンプレー
トを指定します。

3 番目のリージョンの S3 
CodeBuild バケットによってパッ
ケージ化され、ダンプされた
リージョン固有のパッケージ名
を選択します。

DevOps

デプロイをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

AWS リソースを削除します。 デプロイをクリーンアップす
るには、 CloudFormation 各
リージョンのスタックを削除
します。次に CodeCommit、 
CodeBuild、 CodePipeline お
よびリソースをプライマリリー
ジョンから削除します。

DevOps

関連リソース
• AWS CodePipeline とはどのようなものですか?
• AWS サーバーレスアプリケーションモデル
• AWS CloudFormation
• AWS の AWS CloudFormation アーキテクチャ構造リファレンス CodePipeline

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/welcome.html
http://aws.amazon.com/serverless/sam/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Backup レポートを CSV 

ファイルとしてエクスポートする

AWS Organizations 内の組織全体から AWS バック
アップレポートを CSV ファイルとしてエクスポー
トする

アロマル・ラージ・ジャヤラジャン (AWS) とプルショタム G K (AWS) が作成

コードリポジトリ:

• aws-backup-report-generator

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; インフラ
ストラクチャ

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS 
Backup、AWS Identity and 
Access Management、AWS 
Lambda、Amazon S3、Amazon 
Amazon EventBridge

概要
このパターンは、AWS Organizations 内の組織全体から AWS Backup ジョブレポートを CSV ファイ
ルとしてエクスポートする方法を示しています。このソリューションでは、AWS Lambda と Amazon 
EventBridge を使用して AWS Backup のジョブレポートをステータスに基づいて分類します。これは、ス
テータスベースの自動化を設定するときに役立ちます。

AWS Backup は、AWS サービス間、クラウド内、およびオンプレミス間で一元的に管理および自動化す
るのに役立ちます。ただし、AWS Organizations 内で設定された AWS バックアップジョブの場合、統合
レポートは各組織の管理アカウントの AWS マネジメントコンソールでのみ利用できます。このレポート
を管理アカウントの外に持ち込むことで、監査に必要な労力を減らし、自動化、通知、警告の範囲を広げ
ることができます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 少なくとも 1 つの管理アカウントとメンバーアカウントを含む AWS Organizations 内のアクティブな組

織
• AWS Organizations で組織レベルで設定された AWS バックアップ (詳細については、AWS ブログの

「AWS Backup を使用して AWS サービス全体にわたる大規模な集中型バックアップを自動化する」を
参照してください)

• Git、ローカルマシンにインストールおよび設定

制限事項

このパターンで提供されるソリューションは、AWS Backup ジョブ専用に設定された AWS リソースを識
別します。このレポートでは、AWS Backup によるバックアップ用に設定されていない AWS Backup リ
ソースは特定できません。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック
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https://github.com/aws-samples/aws-backup-report-generator/tree/main
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Tools

• AWS Backup
• AWS CloudFormation
• アマゾン EventBridge
• AWS Lambda
• AWS Security Token Service (AWS STS)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Identity and Access Management (IAM)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS Organizations 内の組織全体から AWS Backup ジョブレポートを CSV ファイルとしてエ
クスポートするワークフローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. EventBridge スケジュールされたイベントルールは、メンバー (報告者) AWS アカウントの Lambda 関
数を呼び出します。

2. 次に Lambda 関数は AWS STS を使用して、管理アカウントへの接続に必要な権限を持つ IAM ロール
を引き受けます。

3. 次に、Lambda 関数は以下を実行します。

• 統合された AWS Backup ジョブレポートを AWS Backup サービスにリクエストします
• AWS Backup ジョブのステータスに基づいて結果を分類します
• レスポンスを CSV ファイルに変換する
• 作成日に基づいてラベル付けされたフォルダ内のレポートアカウントの Amazon S3 バケットに結果を

アップロードします。

Tools
Tools

• AWS Backup は、AWS サービス、クラウド内、およびオンプレミス間で一元化およびデータ保護を自
動化するのに役立つフルマネージド型のサービスです。

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのリアルタイムデータに接続する
のに役立つサーバーレスのイベントバスサービスです。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先を使用
する HTTP 呼び出しエンドポイント、他の AWS アカウントのイベントバスなどです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロールす
るのに役立ちます。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理せずにコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングするため、課金
は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コード
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https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
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https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
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ベストプラクティス

GitHub aws-backup-report-generatorこのパターンのコードはリポジトリにあります。

ベストプラクティス
• Amazon S3 のセキュリティのベストプラクティス (Amazon S3 ユーザーガイド)
• AWS Lambda 関数を使用する際のベストプラクティス (AWS Lambda 開発者ガイド)
• 管理アカウントのベストプラクティス (AWS Organizations ユーザーガイド)

叙事詩
ソリューションコンポーネントをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

GitHub リポジトリをクローンし
ます。

ターミナルウィンドウで以下の
コマンドを実行して、 GitHub
aws-backup-report-generatorリポ
ジトリをクローンします。

git clone https://
github.com/aws-samples/aws-
backup-report-generator.git

詳細については、 GitHub ドキュ
メントの IAM を参照してくださ
い。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

メンバー (報告者) の AWS ア
カウントにソリューションコン
ポーネントをデプロイします。

1. メンバー (レポート) アカウ
ントで、AWS マネジメン
トコンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

2. [スタックの作成] を選択
し、[With new resources 
(standard) 新しいリソースを
使用 (標準)] を選択します。

3. [スタックの作成] ページの [テ
ンプレートの指定] セクション
で、[テンプレートファイルの
アップロード] を選択します。

4. [Choose file] を選択します。
次に、 GitHub ローカルワー
クステーションのクローンさ
れたリポジトリのルートフォ
ルダーに移動し、template-
reporting.yaml を選択します。

5. [開く] を選択し、[次へ] を選択
します。

6. [スタックの詳細の指定] 
ページの [スタック名] に、 
CloudFormation スタックの名
前を入力します。

DevOps エンジニア、AWS 
DevOps
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https://github.com/aws-samples/aws-backup-report-generator
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/security-best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_best-practices_mgmt-acct.html
https://github.com/aws-samples/aws-backup-report-generator
https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository
https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository
https://console.aws.amazon.com/cloudformation
https://console.aws.amazon.com/cloudformation
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
7. ManagementAccountID に

は、AWS 組織内の組織の管理
アカウントの AWS アカウン
ト ID を入力します。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. 「スタックオプションの設

定」ページで、「次へ」を選
択します。

10.[確認] ページで、チェック
ボックスをオンにして、構
成を確認したことを確認しま
す。

11.[Create stack] を選択しま
す。ソリューションコン
ポーネントがメンバー (レ
ポート) アカウントにデプ
ロイされると、スタックに
CREATE_COMPLETE ステー
タスが表示されます。

ソリューションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

EventBridge テストの前にルール
が実行されることを確認してく
ださい。

EventBridge ルールが 24 時間
以上待つか、 CloudFormation 
テンプレートの template-
reporting.yml ファイル内のレ
ポート頻度を増やして実行され
るようにしてください。

報告頻度を増やすには

1. 複製したリポジトリの
template-reporting.yml ファイ
ルを開きます。

2. 論理 ID '' のイベントルー
ルで、LambdaSchedule 
'ScheduleExpression' を探し
ます。

3. 有効な cron 式が含まれるよう
に ScheduleExpression'' キー
を編集します。たとえば、次
の cron 式はイベントルール
を 5 分ごとに実行するように
スケジュールします。“cron 
(* /5 * * * *)”

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

Amazon S3 バケットで生成され
たレポートを確認します。

1. メンバー (レポート) アカウ
ントで、AWS マネジメン
トコンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
2. スタックペインで、作成した

スタックの名前を選択しま
す。次に、「リソース」タブ
を選択します。

3. リソースペイン
の「ロジカル ID」列
で、BackupReportS3Bucket
を検索します。次に、その論
理 ID の横にある物理 ID 列の
リンクを選択して、関連付け
られた Amazon S3 バケットを
新しいタブで開きます。

4. バケットに次の形式で生
成されたレポートが含ま
れていることを確認して
ください:BackupReports///
BackupReport----.csv
<yyyy><mm><dd><BACKUP 
JOB 
STATUS><dd><Mon><yyyy>

リソースのクリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

メンバー (レポート) アカウント
からソリューションコンポーネ
ントを削除します。

1. メンバー (レポート) アカウ
ントで、ソリューションの 
Amazon S3 バケットを開きま
す。手順については、このパ
ターンの「ソリューションの
テスト」セクションの「生成
されたレポートストーリーの 
S3 バケットを確認する」の
手順 2 ～ 4 を参照してくださ
い。

2. バケットの内容を削除し、バ
ケットを空にします。手順に
ついては、Amazon S3 ユー
ザーガイドの「バケットを
空にする」を参照してくださ
い。

3. メンバー (レポート) アカウ
ントで、AWS マネジメン
トコンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

4. スタックペインで、作成した
スタックの名前の横にある
チェックボックスをオンにし
ます。その後、[Delete] (削除) 
をクリックします。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/empty-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/empty-bucket.html
https://console.aws.amazon.com/cloudformation
https://console.aws.amazon.com/cloudformation
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

管理アカウントからソリュー
ションコンポーネントを削除し
ます。

1. 管理アカウントで、AWS マネ
ジメントコンソールにサイン
インし、CloudFormation コン
ソールを開きます。

2. スタックペインで、作成した
スタックの名前の横にある
チェックボックスをオンにし
ます。その後、[Delete] (削除) 
をクリックします。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

関連リソース
• チュートリアル:スケジュールされたイベントで AWS Lambda を使用する (AWS Lambda 開発者ガイド)
• AWS Lambda 関数を実行するためのスケジュールされたイベントの作成 (AWS SDK for SDK SDK バー

ジョン 3 JavaScript 開発者ガイド)
• IAM AWS を使用したアクセスの委任
• AWS 組織の用語と概念 (AWS Organizations ユーザーガイド)
• AWS Backup コンソールを使用したレポートプランの作成 (AWS Backup 開発者ガイド)
• 監査レポートの作成 (AWS Backup 開発者ガイド)
• オンデマンドレポートの作成 (AWS Backup 開発者ガイド)
• AWS Backup とは何ですか?  (AWS Backup 開発者ガイド)
• AWS バックアップを使用して、AWS サービス間の AWS Backup を自動化する (AWS ブログ)

Amazon EC2 インスタンスのリストのタグを CSV 
ファイルにエクスポートする

シダ・ジュ (AWS) とパック・ジュンヒョン (AWS) が作成

コードリポジトリ:

• EC2 タグの検索とエクスポー
ト

環境:プロダクション テクノロジー: DevOps

AWS サービス:Amazon EC2

概要
このパターンは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのリストのタグを CSV 
ファイルにプログラムでエクスポートする方法を示しています。

提供されている Python スクリプトの例を使用することで、Amazon EC2 インスタンスの確認と特定のタ
グによる分類にかかる時間を短縮できます。たとえば、このスクリプトを使用すると、セキュリティチー
ムがソフトウェア更新のフラグを付けたインスタンスのリストをすばやく識別して分類できます。
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https://console.aws.amazon.com/cloudformation
https://console.aws.amazon.com/cloudformation
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/services-cloudwatchevents-tutorial.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v3/developer-guide/scheduled-events-invoking-lambda-example.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_cross-account-with-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_getting-started_concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/create-report-plan-console.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/create-audit-report.html
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• Python 3 のインストールと設定を行う
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) をインストールして設定する

機能制限

このパターンで提供される Python スクリプトの例では、以下の属性のみに基づいて Amazon EC2 インス
タンスを検索できます。

• インスタンス ID
• プライベート IPv4 アドレス
• パブリック IPv4 アドレス

Tools
• Python は汎用のコンピュータープログラミング言語です。
• virtualenv は、分離された Python 環境を作成するのに役立ちます。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ

ンドを使って AWS サービスとコマンドラインシェルのコマンドを使って対話することができます。

コードリポジトリ

このパターンの Python スクリプトのサンプルは GitHub search-ec2-instances-export-tags リポジトリにあ
ります。

叙事詩
前提条件をインストールして設定する

タスク 説明 必要なスキル

GitHub リポジトリのクローンを
作成します。

注:AWS CLI コマンドの実行中に
エラーが表示される場合は、最
新の AWS CLI バージョンを使用
していることを確認してくださ
い。

ターミナルウィンドウで次の Git 
コマンドを実行して、 GitHub
search-ec2-instances-export-tags
リポジトリのクローンを作成し
ます。

git clone https://
github.com/aws-samples/
search-ec2-instances-export-
tags.git

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

virtualenv をインストールしてア
クティブ化します。

1. 次のコマンドを実行し
て、virtualenv をインストール
します。

python3 -m pip install 
 virtualenv

2. 次のコマンドを実行して、新
しい仮想環境を作成します。

python3 -m venv env

3. 次のコマンドを実行して、新
しい仮想環境を有効にしま
す。

source env/bin/activate

詳細については、virtualenv ユー
ザーガイドを参照してくださ
い。

DevOps エンジニア

依存関係をインストールしま
す。

1. ターミナルで次のコマンドを
実行して、code directory を開
きます。

cd search-ec2-instances-
export-tags

2. 次の pip コマンドを実行して
requirements.txt ファイルをイ
ンストールします。

pip3 install -r 
 requirements.txt

DevOps エンジニア

AWS がつけた名前でプロファイ
ルを設定します。

まだ設定していない場合は、ス
クリプトを実行するために必要
な認証情報を含む AWS 名前付き
プロファイルを設定します。名
前付きプロファイルを作成する
には、aws configure コマンドを
実行します。

詳細については、AWS CLI ユー
ザーガイドバージョン 2 の
「AWS CLI 用の名前付きプロ
ファイル」を参照してくださ
い。

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

Python スクリプトの設定および実行

タスク 説明 必要なスキル

入力ファイルを作成します。 スクリプトで検索してタグをエ
クスポートする Amazon EC2 イ
ンスタンスのリストを含む入力
ファイルを作成します。インス
タンス ID、プライベート IPv4 ア
ドレス、パブリック IPv4 アドレ
スを一覧表示することができま
す。

重要:各 Amazon EC2 インスタン
スが入力ファイルの個別の行に
リストされていることを確認し
てください。

入力ファイルの例

1    i-0547c351bdfe85b9f
2    54.157.194.156
3    172.31.85.33
4    54.165.198.144
5    i-0b6223b5914111a4b
6    172.31.85.44
7    54.165.198.145
8    172.31.80.219
9    172.31.94.199

DevOps エンジニア

Python スクリプトを実行しま
す。

ターミナルで次のコマンドを実
行して、スクリプトを実行しま
す。

python search_instances.py -
i INPUTFILE -o OUTPUTFILE -r 
 REGION [-p PROFILE]

注意:INPUTFILE は入力ファイ
ルの名前に置き換えてくださ
い。OUTPUTFILE は、CSV 出
力ファイルに付けたい名前に置
き換えてください。リージョン
を Amazon EC2 リソースが置か
れている AWS リージョンに置
き換えます。AWS 名前付きプ
ロファイルを使用している場合
は、PROFILE を使用中の名前付
きプロファイルに置き換えてく
ださい。

サポートされるパラメータのリ
ストとその説明を取得するに
は、というコマンドを実行しま
す。

DevOps エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

python search_instances.py -
h

詳細および出力ファイルの例に
ついては、 GitHub search-ec2-
instances-export-tags リポジトリ
にある README.md ファイルを
参照してください。

関連リソース
• AWS CLI の設定 (バージョン 2 の AWS CLI ユーザーガイド)

Troposphere を使用して AWS Config 管理ルールを
含む AWS CloudFormation テンプレートを生成し
ます。

ルーカス・ネイション (AWS) とフレディ・ウィルソン (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: DevOps; 管理とガ
バナンス; セキュリティ、アイデ
ンティティ、コンプライアンス

ワークロード: マイクロソフト; 
オープンソース

AWS サービス: AWS Config; 
AWS CloudFormation

概要
多くの組織は、AWS Config の管理ルールを使用して、Amazon Web Services (AWS) リソースのコンプラ
イアンスを一般的なベストプラクティスに照らして評価しています。ただし、これらのルールは維持に時
間がかかる場合があり、このパターンは Python ライブラリである Troposphere を活用して AWS Config 
マネージドルールを生成および管理するのに役立ちます。

このパターンは、Python スクリプトを使用して AWS マネージドルールを含む Microsoft Excel スプレッ
ドシートを AWS CloudFormation テンプレートに変換することで、AWS Config マネージドルールを管
理するのに役立ちます。Troposphere はコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) として機能するた
め、JSON や YAML 形式のファイルを使用する代わりに、Excel スプレッドシートをマネージドルールで
更新できます。次に、テンプレートを使用して AWS CloudFormation スタックを起動し、AWS アカウン
トのマネージドルールを作成および更新します。

AWS CloudFormation テンプレートは、Excel スプレッドシートを使用して各 AWS Config 
マネージドルールを定義するので、AWS マネジメントコンソールで個々のルールを手動で
作成する必要がなくなります。このスクリプトは、各マネージドルールのパラメータを空の
ディクショナリに、ComplianceResourceTypesスコープのデフォルトを from に設定しま
すTHE_RULE_IDENTIFIER.template file。 ルール識別子の詳細については、AWS Config ドキュメ
ントの「AWS CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成」を参照し
てください。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS Config マネージドルールを作成することに精通し

ている。詳細については、AWS Config ドキュメントの「AWS CloudFormation テンプレートを使用し
た AWS Config マネージドルールの作成」を参照してください。 

• Python 3、インストールおよび設定済み。詳細については、Python のドキュメントを参照してくださ
い。

• AWS Cloud9 などの既存の統合開発環境 (IDE)。詳細については、「AWS Cloud9 とは何ですか?」を参
照してください。 AWS Cloud9 ドキュメントに記載されています。 

• サンプルexcel_config_rules.xlsx Excel スプレッドシート (添付) の列で組織単位 (OU) を特定し
ます。

エピック
AWS Config マネージドルールのカスタマイズと設定

タスク 説明 必要なスキル

サンプル Excel スプレッドシー
トを更新します。

サンプ
ルexcel_config_rules.xlsx
Excel スプレッドシート (添付) を
ダウンロードし、使用する AWS 
ConfigImplemented 管理ルール
としてラベルを付けます。 

Implementedとしてマークされ
たルールは AWS CloudFormation 
テンプレートに追加されます。

デベロッパー

(オプション) 
config_rules_params.json ファ
イルを AWS Config ルールパラ
メータで更新します。

一部の AWS Config 管理
ルールにはパラメータが必
要で、--param-fileオプ
ションを使用して JSON ファ
イルとして Python スクリプ
トに渡す必要があります。
たとえば、access-keys-
rotatedmaxAccessKeyAgeマ
ネージドルールは次のパラメー
タを使用します。

{ 
         "access-keys-
rotated": { 
             
 "InputParameters": { 
                 
 "maxAccessKeyAge": 90 
             } 
         } 
     }

デベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
このサンプルパラメータで
は、maxAccessKeyAgeは 90 
日に設定されています。スクリ
プトはパラメータファイルを読
み込み、InputParameters見
つかったものをすべて追加しま
す。

(オプション) 
config_rules_params.json 
ファイルを AWS Config 
ComplianceResourceTypes で更
新します。

デフォルトで
は、Python スクリプトは 
AWSComplianceResourceTypes
で定義されたテンプレートか
らを取得します。特定の AWS 
Config マネージドルールのス
コープを上書きする場合は、--
param-fileオプションを使
用して JSON ファイルとして 
Python スクリプトに渡す必要が
あります。

たとえば、次のサンプルコード
は、ComplianceResourceTypes
forec2-volume-inuse-
check["AWS::EC2::Volume"]
がリストに設定される方法を示
しています。

{ 
         "ec2-volume-inuse-
check": { 
             "Scope": { 
                 
 "ComplianceResourceTypes": 
 [ 
                     
 "AWS::EC2::Volume" 
                 ] 
             } 
         } 
     }

デベロッパー

Python スクリプトを実行します。

タスク 説明 必要なスキル

requirements.txt ファイルから 
pip パッケージをインストールし
ます。

requirements.txtファイル 
(添付) をダウンロードし、IDE 
で以下のコマンドを実行して 
Python パッケージをインストー
ルします。

pip3 install -r 
requirements.txt

デベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

Python スクリプトを実行しま
す。

1. aws_config_rules.pyファ
イル (添付) をローカルマシン
にダウンロードします。

2. - python3 
aws_config_rules.py --
ou <OU_NAME> コマンドを実
行します。注:Excel スプレッ
ドシートで選択する OU--ou
列を定義します。

また、次のオプションパラメー
タを追加できます。

• --config-rule-option— 
Excel スプレッドシートから
選択するルールを定義しま
す。Implementedデフォルト
はパラメータです。

• --excel-file— Excel 
スプレッドシートの
パス。デフォルトは
aws_config_rules.xlsx で
す。

• --param-file— パラ
メータ JSON ファイル
のパス。デフォルトは
config_rules_params.json
です。

• --max-execution-
frequency— AWS Config 
マネージドルールを評価す
る頻度を定義します。選択肢
はOne_Hour、Three_Hours、Six_HoursTwelve_Hours、TwentyFour_Hoursま
たはです。デフォルトは
TwentyFour_Hours です。

デベロッパー

AWS Config 管理ルールをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックを
起動します。

1. AWS マネジメントコン
ソールにサインインして 
AWS コンソールを開き、
[Create stack] を選択します。 
CloudFormation

2. [テンプレートの指定] ペー
ジで、[テンプレートファイ
ルのアップロード] を選択
し、AWS CloudFormation テ
ンプレートをアップロードし
ます。 

デベロッパー
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添付ファイル

タスク 説明 必要なスキル
3. スタック名を指定し、[Next] 

を選択します。
4. タグを指定し、[次へ] を選択

します。
5. [Create stack] を選択します。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

SageMaker ノートブックインスタンスに別の AWS 
CodeCommit アカウントのリポジトリへの一時的な
アクセスを許可する

ヘルゲ・アウフダーハイデ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー: DevOps; 分析; 機
械学習と AI; 管理とガバナンス

AWS サービス:AWS、AWS 
CodeCommit Identity and 
Access Management、アマゾン 
SageMaker

概要
このパターンは、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスとユーザーに、別の AWS アカウントに
ある AWS CodeCommit リポジトリへの一時的なアクセス権を付与する方法を示しています。このパター
ンは、各エンティティが各リポジトリで実行できる特定のアクションにきめ細かい権限を付与する方法も
示しています。

Organizations は、開発環境をホストするアカウントとは別の AWS CodeCommit アカウントにリポジト
リを格納します。このマルチアカウント設定は、リポジトリへのアクセスを制御するのに役立ち、誤って
削除されるリスクを軽減します。これらのクロスアカウントアクセス許可を付与するには、AWS Identity 
and Access Management (IAM) ロールを使用するのがベストプラクティスです。次に、各 AWS アカウン
トで事前に定義された IAM ID が一時的にその役割を引き受け、アカウント間で制御された信頼の連鎖を構
築できます。

注:同様の手順を適用して、他の IAM ID CodeCommit にリポジトリへのクロスアカウントアクセスを許可
できます。詳細については、AWS  CodeCommit ユーザーガイドの「ロールを使用して AWS CodeCommit 
リポジトリへのクロスアカウントアクセスを設定する」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• CodeCommit リポジトリを持つアクティブな AWS アカウント (アカウント A)
• SageMaker ノートブックインスタンスを持つ 2 つ目のアクティブな AWS アカウント (アカウント B)
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アーキテクチャ

• アカウント A の IAM ロールを作成および変更するための十分な権限を持つ AWS ユーザー
• アカウント B の IAM ロールを作成および変更するための十分な権限を持つ 2 人目の AWS ユーザー

アーキテクチャ
次の図は、 SageMaker ノートブックインスタンスと 1 つの AWS CodeCommit アカウントのユーザーに
リポジトリへのクロスアカウントアクセスを許可するワークフローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. アカウント B の AWS SageMaker ユーザーロールとノートブックインスタンスロールは、名前付きの
プロファイルを前提としています。

2. 指定されたプロファイルの権限ポリシーでは、そのプロファイルが引き継ぐアカウント A CodeCommit 
のアクセスロールを指定します。

3. アカウント A CodeCommit のアクセスロールの信頼ポリシーにより、アカウント B CodeCommit の指
定されたプロファイルがアクセスロールを引き継ぐことができます。

4. アカウント A CodeCommit のリポジトリの IAM 権限ポリシーは、 CodeCommit CodeCommit アクセス
ロールがリポジトリにアクセスすることを許可します。

テクノロジースタック

• CodeCommit
• Git
• IAM
• pip
• SageMaker

Tools
• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理しなくても、Git リポジトリをプライベートに

保存して管理できるようにするバージョン管理サービスです。
• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されているかを制御し

て、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロールするのに役立ちます。
• Git は、ソフトウェア開発中のソースコードの変更を追跡するための分散型バージョン管理システムで

す。
• git-remote-codecommitは Git CodeCommit を拡張してリポジトリからコードをプッシュしたり引き出し

たりするのに役立つユーティリティです。
• pip は Python のパッケージインストーラです。pip を使用して Python Package インデックスやその他

のインデックスからパッケージをインストールできます。

ベストプラクティス
IAM ポリシーでアクセス許可を設定するときは、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与します。
詳細については、AWS IAM ユーザーガイドの「最小権限権限の適用」を参照してください。

このパターンを実装するときは、次のことを実行してください。

• IAM の原則には、各リポジトリ内で特定の必要なアクションを実行するために必要な権限のみが設定さ
れていることを確認します。たとえば、承認された IAM 原則による特定のリポジトリブランチへの変
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叙事詩

更のプッシュとマージを許可し、保護されたブランチにのみマージをリクエストすることをお勧めしま
す。

• IAM 原則には、プロジェクトごとにそれぞれの役割と責任に基づいて異なる IAM の役割が割り当てられ
ていることを確認します。たとえば、開発者はリリースマネージャーや AWS 管理者とは異なるアクセ
ス権限を持ちます。

叙事詩
IAM ロールを設定する

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit アクセスロールと
権限ポリシーを設定します。

注:このエピックで説明され
ている手動セットアッププロ
セスを自動化するには、AWS 
CloudFormation テンプレートを
使用できます。

CodeCommit リポジトリを含む
アカウント (アカウント A) で、
次の操作を行います。

1. アカウント B  SageMaker の
ノートブックインスタンス
ロールが引き継ぐことができ
る IAM ロールを作成します。

2. リポジトリへのアクセ
スを許可する IAM ポリ
シーを作成し、そのポリ
シーをロールにアタッチ
します。テスト目的での
み、AWSCodeCommitPowerUserAWS 
管理ポリシーを選択して
ください。このポリシー
は、CodeCommit リソースを
削除する権限を除くすべての
権限を付与します。

3. アカウント B が信頼できるエ
ンティティとしてリストされ
るように、ロールの信頼ポリ
シーを変更します。

重要:この設定を実稼働環境に移
行する前に、最小権限のアクセ
ス権限を適用する独自の IAM ポ
リシーを作成することがベスト
プラクティスです。詳細につい
ては、このパターンの「追加情
報」セクションを参照してくだ
さい。

一般的なAWS、AWS DevOps

アカウント B SageMaker のノー
トブックインスタンスのロール
に、アカウント A CodeCommit 

SageMaker ノートブックインス
タンスの IAM ロール (アカウント 

一般的なAWS、AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
のアクセスロールを引き継ぐ権
限を付与します。

B) を含むアカウントで、次の操
作を行います。

1. IAM ロールまたはユーザーが
アカウント A CodeCommit の
アクセスロールを引き継ぐこ
とを許可する IAM ポリシーを
作成します。

IAM ロールまたはユーザーに
クロスアカウントロールを引
き受けることを許可する IAM 
アクセス許可ポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
    "Sid": 
 "VisualEditor0", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
    "Resource": 
 "arn:aws:iam:::accountA_ID:role/
accountArole_ID" 
  }
}

2. アカウント B SageMaker の
ノートブックインスタンスの
ロールにポリシーをアタッチ
します。

3. アカウント B SageMaker の
ノートブックインスタンス
のロールに、アカウント A 
CodeCommit のアクセスロー
ルを引き継がせる

注:リポジトリの Amazon リソー
スネーム (ARN) を確認するに
は、AWS CodeCommit ユーザー
ガイドの「 CodeCommit リポジ
トリの詳細を表示する」を参照
してください。

アカウント B SageMaker にノートブックインスタンスを設定する

タスク 説明 必要なスキル

アカウント A のロールを引き
継ぐように、AWS SageMaker 
ノートブックインスタンスに
ユーザープロファイルを設定し
ます。

重要:最新バージョンの AWS 
Command Line Interface (AWS 
CLI) がインストールされている
ことを確認してください。

一般的なAWS、AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/how-to-view-repository-details.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
SageMaker ノートブックインス
タンス (アカウント B) を含むア
カウントで、次の操作を行いま
す。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、SageMaker 
コンソールを開きます。

2. SageMaker ノートブックイ
ンスタンスにアクセスしま
す。Jupyter インターフェイス
が開きます。

3. [新規] を選択し、[ターミナル] 
を選択します。Jupyter 環境で
新しいターミナルウィンドウ
が開きます。

4. SageMaker ノートブックイン
スタンスの ~/.aws/config ファ
イルに移動します。次に、次
の文を入力して、ファイルに
ユーザープロファイルを追加
します。

------.aws/
config--------------
[profile remoterepouser]
role_arn = arn:aws:iam::<ID 
 of Account A>:role/
<rolename>
role_session_name = 
 remoteaccesssession
region = eu-west-1
credential_source  = 
 Ec2InstanceMetadata
----------------------------------

git-remote-codecommit ユーティ
リティをインストールします。

AWS CodeCommit ユーザーガ
イドの「ステップ 2: インストー
ル」 git-remote-codecommit の指
示に従います。

データサイエンティスト

リポジトリにアクセスする

タスク 説明 必要なスキル

Git CodeCommit SageMaker コ
マンドまたはを使用してリポジ
トリにアクセスします。

Git を使用するには

アカウント B SageMaker でノー
トブックインスタンスの役割を
引き受ける IAM プリンシパル
は、Git コマンドを実行してアカ
ウント A CodeCommit のリポジ
トリにアクセスできるようにな

Git、バッシュコンソール
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https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/howitworks-access-ws.html
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
りました。たとえば、ユーザー
はgit clone、git pull、な
どのコマンドを実行できますgit 
push。

手順については、AWS 
CodeCommit ユーザーガイド
の「AWS CodeCommit リポジト
リへのConnect」を参照してくだ
さい。

Git の使用方法について
は CodeCommit、AWS 
CodeCommit ユーザーガイド
の「AWS CodeCommit 入門」を
参照してください。

使用するには SageMaker

SageMaker コンソールか
ら Git を使用するには、Git 
CodeCommit がリポジトリから
認証情報を取得できるようにす
る必要があります。手順につい
ては、 SageMaker ドキュメント
の「別の AWS CodeCommit ア
カウントのリポジトリをノート
ブックインスタンスに関連付け
る」を参照してください。

関連リソース
• ロールを使用して AWS CodeCommit リポジトリへのクロスアカウントアクセスを設定する (AWS 

CodeCommit ユーザーガイド)
• IAM チュートリアル:AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任 (AWS IAM ユーザーガ

イド)

追加情報
CodeCommit 権限を特定のアクションに制限する

IAM CodeCommit プリンシパルがリポジトリで実行できるアクションを制限するには、 CodeCommit アク
セスポリシーで許可されているアクションを変更します。

CodeCommit API オペレーションの詳細については、AWS CodeCommit ユーザーガイドの「CodeCommit 
権限リファレンス」を参照してください。

注:AWSCodeCommitPowerUserAWS 管理ポリシーをユースケースに合わせて編集することもできます。

CodeCommit 権限を特定のリポジトリに制限する

特定のユーザーだけが複数のコードリポジトリにアクセスできるマルチテナント環境を作成するには、次
の操作を行います。
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モノレポの変更を検出した後、さ

まざまな CI/CD パイプラインを開始

1. アカウント A CodeCommit に複数のアクセスロールを作成します。次に、アカウント B の特定のユー
ザーがそのロールを引き継ぐことができるように、各アクセスロールの信頼ポリシーを設定します。

2. CodeCommit 各アクセスロールのポリシーに 「リソース」 条件を追加して、各ロールが引き受けるこ
とができるコードリポジトリを制限します。

IAM CodeCommit プリンシパルの特定のリポジトリへのアクセスを制限する「リソース」条件の例

"Resource" : [<REPOSITORY_ARN>,<REPOSITORY_ARN> ]

注:同じ AWS アカウント内の複数のコードリポジトリを識別して区別しやすくするために、リポジトリ
の名前に異なるプレフィックスを割り当てることができます。たとえば、myproject-subproject1-repo1 や
myproject-subproject2-repo1 など、さまざまな開発者グループに合わせたプレフィックスを付けてコード
リポジトリに名前を付けることができます。次に、割り当てられたプレフィックスに基づいて、各開発者
グループの IAM ロールを作成できます。たとえば、myproject-subproject1-repoaccess という名前のロー
ルを作成し、そのロールに myproject-subproject1 というプレフィックスを含むすべてのコードリポジトリ
へのアクセスを許可することができます。

特定のプレフィックスを含むコードリポジトリの ARN を参照する「リソース」条件の例

"Resource" : arn:aws:codecommit:<region>:<account-id>:myproject-subproject1-*

変更を自動的に検出し、 CodePipeline モノレポの
さまざまなパイプラインを開始します CodeCommit

作成者:ヘルトン・エンリケ・リベイロ (AWS) とリカルド・モライス (AWS)

コードリポジトリ:

• AWS CodeCommit モノレポマ
ルチパイプライントリガー

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; インフラ
ストラクチャ

ワークロード: オープンソース AWS サービス: AWS 
CodeCommit; AWS 
CodePipeline; AWS Lambda

概要
このパターンは、AWS CodeCommit のモノレポベースのアプリケーションのソースコードへの変更
を自動的に検出し、各マイクロサービスの継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) 
CodePipeline 自動化を実行するパイプラインを AWS で開始するのに役立ちます。

このアプローチは、モノレポベースのアプリケーションの各マイクロサービスに専用のCI/CDパイプライ
ンを持たせることができることを意味します。これにより、可視性が向上し、コードの共有が容易にな
り、コラボレーション、標準化、発見が容易になります。

このパターンでは、統合開発環境 (IDE) として AWS Cloud9 を使用し、AWS Cloud Development 
Kit (AWS CDK) を使用して 2 つの AWS CloudFormation スタック (MonoRepoStackと) を使用して
インフラストラクチャを定義しますPipelinesStack。MonoRepoStackこのスタックは、AWS 

832

https://github.com/aws-samples/monorepo-multi-pipeline-trigger
https://github.com/aws-samples/monorepo-multi-pipeline-trigger


AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

CodeCommit にモノレポを作成し、CI/CD パイプラインを開始する AWS Lambda 関数を作成しま
す。PipelinesStackスタックはパイプラインのインフラストラクチャを定義します。

重要: このパターンのワークフローは概念実証 (POC) であり、テスト環境でのみ使用することをお勧めし
ます。このパターンのアプローチを本番環境で使用する場合は、IAM ドキュメントの IAM のセキュリティ
ベストプラクティスを参照し、IAM ロールと AWS サービスに必要な変更を加えてください。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび構成済み 詳細については、AWS CLI ド

キュメントの「AWS CLI のインストール、更新、およびアンインストール」を参照してください。 
• Python 3 とpip、ローカルマシンにインストールされています。詳細については、Python のドキュメン

トを参照してください。 
• AWS CDK、インストールおよび設定済み。詳細については、AWS CDK ドキュメントの「AWS CDK 入

門」を参照してください。 
• AWS Cloud9 IDE がインストールされ、設定されています。これに関する詳細については、AWS 

Cloud9 ドキュメントの「AWS Cloud9 のセットアップ」を参照してください。 
• GitHub AWS CodeCommit monorepo multi-pipeline triggersローカルマシンに複製されたリポ

ジトリ。 
• ビルドとデプロイに使用するアプリケーションコードを含む既存のディレクトリ CodePipeline。

• AWS DevOps クラウドのベストプラクティスに関する知識と経験。理解を深めるために DevOps、AWS 
規範的ガイダンスのウェブサイトにある「 DevOps マイクロサービスの使用方法と AWS Cloud9 を使用
して緩やかに結合されたアーキテクチャを構築する」というパターンを使用できます。 

 

制限事項

• このパターンのワークフローは概念実証 (POC) であり、テスト環境でのみ使用することをお勧めしま
す。このパターンのアプローチを本番環境で使用する場合は、IAM ドキュメントの IAM のセキュリティ
ベストプラクティスを参照し、IAM ロールと AWS サービスに必要な変更を加えてください。

アーキテクチャ
次の図は、AWS CDK を使用して、MonoRepoStackと 2 つの AWS CloudFormation スタックでインフラ
ストラクチャを定義する方法を示していますPipelinesStack。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ブートストラッププロセスでは、AWS CDKMonoRepoStack を使用してとPipelinesStack AWS 
CloudFormation スタックを作成します。

2. MonoRepoStackスタックは、 CodeCommit アプリケーションのリポジトリと、各コミットの後に開始
されるmonorepo-event-handler Lambda 関数を作成します。

3. PipelinesStackスタックは、Lambda CodePipeline 関数によって開始されるパイプラインを作成し
ます。各マイクロサービスには、定義されたインフラストラクチャパイプラインが必要です。

4. microservice-nのパイプラインは Lambda 関数によって開始され、のソースコードに基づいて分離
された CI/CD ステージを開始します CodeCommit。
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Tools

5. microservice-1のパイプラインは Lambda 関数によって開始され、のソースコードに基づいて分離
された CI/CD ステージを開始します CodeCommit。

次の図は、MonoRepoStackアカウント内のとPipelinesStack AWS CloudFormation スタックのデプロ
イを示しています。

1. ユーザーがアプリケーションのマイクロサービスの 1 つでコードを変更します。
2. ユーザーは、 CodeCommit ローカルリポジトリからリポジトリに変更をプッシュします。
3. push アクティビティは、 CodeCommit リポジトリへのすべてのプッシュを受信する Lambda 関数を起

動します。
4. Lambda 関数は、AWS Systems Manager Parameter Store を読み取って、最新のコミット ID を取得し

ます。/MonoRepoTrigger/{repository}/{branch_name}/LastCommitパラメータには命名形
式があります。パラメータが見つからない場合、Lambda CodeCommit 関数はリポジトリから最後のコ
ミット ID を読み取り、戻り値をパラメータストアに保存します。

5. コミット ID と変更されたファイルを特定した後、Lambda 関数は各マイクロサービスディレクトリの
パイプラインを識別し、 CodePipeline 必要なパイプラインを開始します。

Tools
• AWS CDK — AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを

定義し、AWS CloudFormation を通じてプロビジョニングするためのソフトウェア開発フレームワーク
です。

• Python — Python は、作業を迅速に行い、システムをより効果的に統合できるようにするプログラミン
グ言語です。

Code

このパターンのソースコードとテンプレートは GithubAWS CodeCommit monorepo multi-pipeline 
triggers リポジトリにあります。

エピック
環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

仮想 Python 環境を作成します。 AWS Cloud9 IDE で、仮想
Python 環境を作成し、次のコマ
ンドを実行して必要な依存関係
をインストールします。

make install

デベロッパー

AWS CDK のアカウントと AWS 
リージョンをブートストラップ
します。

次のコマンドを実行して、必要
な AWS アカウントとリージョン
をブートストラップします。

make bootstrap account-
id=<your-AWS-account-ID> 
region=<required-region>

デベロッパー
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エピック

マイクロサービスの新しいパイプラインの追加

タスク 説明 必要なスキル

サンプルコードをアプリケー
ションディレクトリに追加しま
す。

サンプルアプリケーション
コードを含むディレクトリ
を、monorepo-sampleAWS 
CodeCommit monorepo 
multi-pipeline triggers複
製されたリポジトリのディレク
トリに追加します。

デベロッパー

monorepo-main.json ファイルを
編集します。

アプリケーションのコード
のディレクトリ名とパイプラ
インの名前を、monorepo-
main.jsonAWS CodeCommit 
monorepo multi-pipeline 
triggersクローンされたリポジ
トリのファイルに追加します。

デベロッパー

パイプラインを作成します。 PipelinesAWS CodeCommit 
monorepo multi-pipeline 
triggersリポジトリのディレ
クトリに、classアプリケー
ションのパイプラインを追加し
ます。このディレクトリにはと 
2pipeline_hotsite.py つの
サンプルファイルが含まれてお
りpipeline_demo.py、それぞ
れに 3 つのステージ (ソース、ビ
ルド、デプロイ) があります。

いずれかのファイルをコピーし
て、アプリケーションの要件に
応じて変更を加えることができ
ます。 

デベロッパー

monorepo_config.py ファイルを
編集します。

にservice_map、アプリケー
ションのディレクトリ名と、パ
イプライン用に作成したクラス
を追加します。

たとえば、次のコード
は、Pipelinespipeline_mysample.pyMySamplePipelineク
ラスという名前のファイルを使
用するディレクトリ内のパイプ
ライン定義を示しています。

...
# Pipeline definition 
 imports
from pipelines.pipeline_demo 
 import DemoPipeline
from 
 pipelines.pipeline_hotsite 
 import HotsitePipeline

デベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
from 
 pipelines.pipeline_mysample 
 import MySamplePipeline

### Add your pipeline 
 configuration here
service_map: Dict[str, 
 ServicePipeline]  = { 
    # folder-name -> 
 pipeline-class 
    'demo': DemoPipeline(), 
    'hotsite': 
 HotsitePipeline(), 
    'mysample': 
 MySamplePipeline()
}

MonoRepoStack スタックのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックを
デプロイします。

make deploy-coreコマンド
を実行して、AWS CodeCommit 
monorepo multi-pipeline 
triggersクローンリポジト
リのルートディレクトリにデ
フォルトのパラメータ値を使
用してMonoRepoStack AWS 
CloudFormation スタックをデプ
ロイします。

リポジトリの名前は、make 
deploy-core monorepo-
name=<repo_name>コマンドを
実行して変更できます。

[Note:] (メモ:) make 
deploy monorepo-
name=<repo_name>コマンドを
使用して、両方のパイプライン
を同時にデプロイできます。

デベロッパー

CodeCommit リポジトリを検証
します。

aws codecommit get-
repository --repository-
name <repo_name>コマンドを
実行して、リソースが作成され
たことを確認します。

重要: CodeCommit モノレポが
保存されているリポジトリは 
AWS CloudFormation スタック
によって作成されるため、cdk 
destroy MonoRepoStack 変
更をプッシュ配信し始めた場合

デベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
はコマンドを実行しないでくだ
さい。

AWS CloudFormation スタックの
結果を検証します。

次のコマンドを実行し
て、MonoRepoStack AWS 
CloudFormation スタックが正し
く作成および設定されているこ
とを確認します。

aws cloudformation list-
stacks --stack-status-filter 
 CREATE_COMPLETE --query 
 'StackSummaries[?StackName 
 == `MonoRepoStack`]'

デベロッパー

PipelinesStack スタックのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックを
デプロイします。

PipelinesStackAWS 
CloudFormation スタック
は、MonoRepoStackスタックを
デプロイした後にデプロイする
必要があります。スタックのサ
イズは、モノレポのコードベー
スに新しいマイクロサービスが
追加されると大きくなり、新し
いマイクロサービスがオンボー
ディングされると再デプロイさ
れます。

PipelinesStack make deploy-
pipelinesコマンドを実行して
スタックをデプロイします。

[Note:] (メモ:) make 
deploy monorepo-
name=<repo_name>コマンドを
実行して、両方のパイプライン
を同時にデプロイすることもで
きます。

次のサンプル出力
は、PipelinesStacksデプロ
イメントが実装の最後にマイク
ロサービスの URL を出力する方
法を示しています。

Outputs:
PipelinesStack.demourl 
 = .cloudfront.net
PipelinesStack.hotsiteurl 
 = .cloudfront.net

デベロッパー

837



AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックの
結果を検証します。

次のコマンドを実行し
て、PipelinesStacks AWS 
CloudFormation スタックが正し
く作成および設定されているこ
とを確認します。

aws cloudformation list-
stacks --stack-status-
filter CREATE_COMPLETE 
 UPDATE_COMPLETE --query 
 'StackSummaries[?StackName 
 == `PipelinesStack`]'

デベロッパー

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックを
削除します。

make destroy コマンドを実行
します。

デベロッパー

パイプラインの S3 入力入力入
力入力入力バケットを削除しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) コンソール 
(Amazon S3) を開きます。

2. パイプラインに関連付け
られ、次の名前を使用す
る S3 バケットを削除しま
す。pipelinesstack-
codepipeline*

デベロッパー

関連リソース
• CDK Pipelines (AWS CDK ドキュメント) を使用した継続的インテグレーションとデリバリー (CI/CD)
• aws-cdk/パイプラインモジュール (AWS CDK API リファレンス)

AWS を使用して Bitbucket リポジトリを AWS 
Amplify と統合する CloudFormation

作成者:アルウィン・エイブラハム (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: DevOps AWS サービス: AWS Amplify; 
AWS CloudFormation
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概要

概要
AWS Amplify を使用すると、通常必要なインフラストラクチャをセットアップしなくても、静的ウェブ
サイトをすばやくデプロイしてテストできます。既存のアプリケーションコードを移行する場合でも、新
しいアプリケーションを構築する場合でも、組織が Bitbucket をソース管理に使用したい場合は、このパ
ターンのアプローチを導入できます。 CloudFormation AWSを使用してAmplifyを自動的にセットアップす
ることで、使用している構成を可視化できます。

このパターンは、AWS を使用して Bitbucket リポジトリを AWS CloudFormation Amplify と使用する、フ
ロントエンドの継続的統合や継続的デプロイメント (CI/CD) パイプラインおよびデプロイ環境を作成する
方法を示しています。このパターンのアプローチにより、Amplifyのフロントエンドパイプラインを構築し
てデプロイを繰り返すことができます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services (AWS) アカウント
• 管理者アクセス権を持つアクティブな Bitbucket アカウント
• cURL または Postman アプリケーションを使用する端末へのアクセス
• Amplify にさらに注力できるようになります
• AWS に精通していること CloudFormation
• YAML 形式のファイルに関する知識

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• Amplify
• AWS CloudFormation
• Bitbucket

Tools
• AWS Amplify — Amplify は、開発者がクラウドを利用したモバイルアプリやウェブアプリを開発、デプ

ロイするのに役立ちます。
• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は AWS リソースのモデル化およびセットアップに役立

つサービスです。リソース管理に割く時間を減らし、AWS で実行するAWS で注力できるようになりま
す。

• Bitbucket — Bitbucket は、プロフェッショナルチーム向けに設計された Git リポジトリ管理ソリュー
ションです。Git リポジトリを管理したり、ソースコードで共同作業したり、開発フローをガイドしたり
するための一元的な場所となります。

Code

bitbucket-amplify.ymlファイル（添付）には、このパターンの AWS CloudFormation テンプレート
が含まれています。
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叙事詩

叙事詩
Bitbucket リポジトリを設定する

タスク 説明 必要なスキル

(オプション) Bitbucket リポジト
リを作成します。

1. Bitbucket アカウントにサイ
ンインし、新しいリポジトリ
を作成します。詳細について
は、Bitbucket ドキュメントの
「Git リポジトリの作成」を参
照してください。 

2. ワークスペースの名前を記録
します。

[Note:] (メモ:) 既存の Bitbucket 
リポジトリを使用することもで
きます。

DevOps エンジニア

ワークスペース設定を開きま
す。

1. ワークスペースを開き、「リ
ポジトリ」タブを選択しま
す。

2. Amplify と使用する DB リポジ
トリを選択します。

3. リポジトリ名の上にあるワー
クスペースの名前を選択しま
す。

4. サイドバーで [設定] を選択し
ます。

DevOps エンジニア

OAuth コンシューマーを作成し
ます。

1. 「アプリと機能」セクショ
ンで、「OAuth コンシュー
マー」を選択し、「コン
シューマーを追加」を選択し
ます。

2. コンシューマの名前 (例:) 
を入力しますAmplify 
Integration。

3. コールバック URL を入力し
ます。このフィールドは必須
入力ですが、統合の完了には
使用されないため、値は次の
ようになります。http://
localhost:3000

4. 「これは個人ユーザーです」
のチェックボックスをオンに
します。

5. 以下のアクセス許可を選択し
ます。
• プロジェクト —Read
• リポジトリ —Admin
• プルリクエスト —Read

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
• ウェブフック —Read

とWrite
6. その他のフィールドは、デ

フォルト設定のままにしてお
き、[Submit (送信)] を選択し
ます。

7. 生成されたキーとシークレッ
トを記録します。

OAuth アクセストークンを取得
します。

1. ターミナルウィンドウを開い
て、次のコマンドを実行しま
す。 

curl -X POST -u 
"KEY:SECRET" https://
bitbucket.org/site/
oauth2/access_token -d 
grant_type=client_credentials 

重要: KEYとを、SECRET以前に
録音したキーとシークレットに
置き換えてください。 

2. 引用符を使わずにアクセス
トークンを記録します。トー
クンは限られた期間のみ有効
で、デフォルトの時間は2時
間です。この時間内に AWS 
CloudFormation テンプレートを
実行する必要があります。

DevOps エンジニア

AWS CloudFormation スタックの作成とデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation のテンプ
レートをダウンロードします。

bitbucket-amplify.ymlAWS 
CloudFormation テンプレート 
(添付) をダウンロードします。
このテンプレートは、Amplify 
プロジェクトとブランチに加え
て、Amplify に CI/CD パイプライ
ンを作成します。

 

AWS CloudFormation スタックを
作成してデプロイします。

1. デプロイする AWS リージョ
ンの AWS マネジメントコン
ソールにサインインし、AWS 
CloudFormation コンソールを
開きます。 

2. [スタックの作成 (新しいリ
ソースを含む)] を選択し、[テ
ンプレートファイルのアップ
ロード] を選択します。 

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
3. bitbucket-amplify.yml

ファイルをアップロードしま
す。

4. [Next] を選択し、スタック名
を入力して、次のパラメータ
を入力します。
• アクセストークン: 先ほど作

成した OAuth アクセストー
クンを貼り付けます。

• リポジトリの URL: 
Bitbucket プロジェクト
リポジトリの URL を
追加します。URL の形
式は通常以下の形式に
なります。https://
bitbucket.org/
<WORKSPACE_NAME>/
<REPO_NAME>

• 支店名: これは Bitbucket リ
ポジトリ内のブランチの名
前と一致する必要がありま
す。このブランチは、AWS 
CloudFormation スタックの
実行時には存在する必要は
ありませんが、コードを環
境にデプロイするためには
必要です。

• プロジェクト名: これは 
Amplify プロジェクトに関連
付ける名前です。

5. [次へ] を選択し、[スタックの
作成] を選択します。

CI/CD パイプラインをテストする

タスク 説明 必要なスキル

コードをリポジトリのブランチ
にデプロイします。

1. 次のコマンドを実行して 
Bitbucket リポジトリのクロー
ンを作成します。git clone 
https://bitbucket.org/
<WORKSPACE_NAME>/
<REPO_NAME>

2. AWS CloudFormation スク
リプトの実行時に使用され
たブランチ名を確認してく
ださい。新しいブランチを
作成してチェックアウトす
るには、git checkout -
b <BRANCH_NAME>コマン

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
ドを実行します。既存のブ
ランチをチェックアウトす
るには、git checkout 
<BRANCH_NAME>次のコマン
ドを実行します

3. コードをブランチにコミッ
トし、git commitgit 
pushコマンドを実行してリ
モートブランチにプッシュし
ます。

4. その後、Amplify はアプリケー
ションをビルドしてデプロイ
します。

詳細については、Bitbucket ド
キュメントの「基本的な Git コマ
ンド」を参照してください。 

関連リソース
認証方法 (アトラシアンドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Step Functions と Lambda プロキシ関数を使用して 
AWS CodeBuild アカウント全体でプロジェクトを
開始する

作成者:リチャード・ミルナー・ワッツ (AWS)

コード

• CodeBuild クロスアカウントプ
ロキシ

環境:プロダクション テクノロジー: DevOps; 管理とガ
バナンス; 運用; サーバーレス

AWS サービス:AWS、AWS 
CodeBuild Lambda、AWS Step 
Functions、AWS X-Ray、AWS 
CloudFormation
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概要

概要
このパターンは、AWS Step Functions と AWS Lambda プロキシ関数を使用して AWS アカウント全体
で AWS CodeBuild プロジェクトを非同期で起動する方法を示しています。パターンのサンプルの Step 
Functions ステートマシンを使用して、 CodeBuild プロジェクトの成功をテストできます。

CodeBuild は、完全に管理された Amazon Linux 2 ランタイム環境から、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用して運用タスクを起動するのに役立ちます。環境変数をオーバーライドすることで、 
CodeBuild 実行時にプロジェクトの動作を変更できます。AWS CodePipeline を使用して運用タスクを起
動することもできますが、環境変数をで上書きすることはできません CodePipeline。さらに、 CodeBuild 
を使用してワークフローを管理できます。詳細については、「AWS ワークショップ」ウェブサイトの
「Service Catalog ツール」と「AWS を使用して Amazon RDS for PostgreSQL でジョブをスケジュール
する」 CodeBuild と「AWS データベースブログ」の「Amazon RDS for PostgreSQL EventBridge での
ジョブのスケジュール設定」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• 2 つのアクティブな AWS アカウント:Step Functions で Lambda プロキシ関数を呼び出すためのソース
アカウントと、 CodeBuild リモートサンプルプロジェクトを構築するためのターゲットアカウント

機能制限

• このパターンでは、アカウント間でアーティファクトをコピーすることはできません。

アーキテクチャ
次の図表は、このパターンによって構築するアーキテクチャを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Step Functions ステートマシンは Lambda プロキシ関数 (codebuild-proxy-lambda) を呼び出しま
す。

2. Lambda プロキシ関数は、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して IAM プロキシロー
ル (codebuild-proxy-role) を引き継ぎ、ターゲットアカウントで IAM ポリシー (codebuild-
proxy-policy) を使用します。

3. Lambda CodeBuild 関数はプロジェクトを起動し、 CodeBuild ジョブ ID を返します。
4. Step Functions ステートマシンは、 CodeBuild 成功または失敗のステータスを受け取るまでジョブを

ループしてポーリングします。

テクノロジースタック

• AWS CloudFormation
• CodeBuild
• IAM
• Lambda
• ステップ関数
• X-Ray
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Tools

Tools
• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン

グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
• AWS CloudFormation Designer には、 CloudFormation テンプレートの表示と編集に役立つ JSON と 

YAML の統合エディタが用意されています。
• AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、単体テストの実

行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
• AWS Identity and Access Management (IAM) は、認証や機会を特定して使用するための AWS リソース

へのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティ

ングサービスです。コードが実行され、自動的にスケーリングするため、課金は実際に消費したコン
ピューティング時間に対してのみ発生します。

• AWS Step Functions ctionsは、AWS Lambda 関数と他の AWS サービスを組み合わせてビジネスクリ
ティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスのオーケストレーションサービスです。

• AWS X-Ray は、アプリケーションで処理するリクエストに関するデータを収集するとともに、データの
表示、フィルタリング、インサイトによって問題や機会を特定して最適化するために使用できるツール
を提供します。

Code

このパターンのコードは、 GitHub CodeBuild クロスアカウントプロキシリポジトリにあります。この
パターンでは、AWS Lambda Powertools for Python ライブラリを使用してロギングとトレースの機能
を提供します。このライブラリとそのユーティリティの詳細については、「Python 用 AWS Lambda 
Powertools」を参照してください。

叙事詩
Lambda プロキシ関数と関連する IAM ロールをソースアカウントで作成します。

タスク 説明 必要なスキル

AWS アカウント ID を記録しま
す。

アカウント間のアクセスを設定
するには、AWS アカウント ID 
が必要です。

ソースアカウントとターゲット
アカウントの AWS アカウント 
ID を記録します。詳細について
は、IAM ドキュメントの「AWS 
アカウント ID の検索」を参照し
てください。

AWS DevOps

AWS CloudFormation のテンプ
レートをダウンロードします。

1. このパターン
のsample_target_codebuild_template.yaml
AWS CloudFormation GitHub 
テンプレートをリポジトリか
らダウンロードします。

2. このパターン
のcodebuild_lambda_proxy_template.yaml
AWS CloudFormation GitHub 
テンプレートをリポジトリか
らダウンロードします。

AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/working-with-templates-cfn-designer-json-editor.html
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https://github.com/aws-samples/cross-account-codebuild-proxy
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/console_account-alias.html#FindingYourAWSId
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https://github.com/aws-samples/cross-account-codebuild-proxy
https://github.com/aws-samples/cross-account-codebuild-proxy
https://github.com/aws-samples/cross-account-codebuild-proxy
https://github.com/aws-samples/cross-account-codebuild-proxy
https://github.com/aws-samples/cross-account-codebuild-proxy
https://github.com/aws-samples/cross-account-codebuild-proxy


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
注:AWS CloudFormation 
テンプレートで
は、<SourceAccountId>は
ソースアカウント
の AWS アカウント 
ID、<TargetAccountId>は
ターゲットアカウントの AWS ア
カウント ID です。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックを
作成してデプロイします。

1. ソースアカウントの AWS 
マネジメントコンソール
にサインインし、AWS 
CloudFormation コンソールを
開いて、[Stacks] を選択しま
す。

2. [スタックの作成] を選択
し、[With new resources 
(standard) 新しいリソースを
使用 (標準)] を選択します。

3. [Template source] (テンプレー
トのソース) で、[Upload a 
template file] (テンプレート
ファイルのアップロード) を選
択します。

4. [テンプレートファイ
ルのアップロード] 
で、[ファイル] を選択
し、codebuild_lambda_proxy_template.yamlダ
ウンロードしたファイルを選
択します。[Next] (次へ) を選
択します。

5. Stack Name にスタックの名前
を入力します。codebuild-
lambda-proxy

6. crossAccountTargetRoleArnパ
ラメータを自分
の<TargetAccountId> (な
ど<arn:aws:iam::123456789012:role/
proxy-lambda-
codebuild-
role>) に置き換えま
す。注:targetCodeBuildProjectパ
ラメータのデフォルト値を更
新する必要はありません。

7. [Next] を選択し、デフォルト
のスタック作成オプションを
そのまま使用して、[Next] を
選択します。

8. AWS CloudFormation によっ
てカスタム名のついた IAM リ
ソースが作成される場合があ
ることを承認します。

注:ターゲットアカウントに
リソースを作成する前に、プ
ロキシ Lambda 関数の AWS 
CloudFormation スタックを作成
する必要があります。ターゲッ
トアカウントで信頼ポリシーを
作成すると、IAM ロールはロー
ル名から内部識別子に変換され

AWS DevOps
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https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ます。これが、IAM ロールがす
でに存在している必要がある理
由です。

プロキシ関数とステートマシン
の作成を確認します。

1. AWS CloudFormation スタッ
クが CREATE_COMPLETE ス
テータスになるまでお待ちく
ださい。この所要時間は 1 分
以内となります。

2. AWS Lambda コンソー
ルを開き、[関数] を選
択し、lambda-proxy-
ProxyLambda-<GUID>関数
を探します。

3. AWS Step Functions コン
ソールを開き、ステートマ
シンを選択し、sample-
crossaccount-
codebuild-state-
machineステートマシンを探
します。

AWS DevOps

ターゲットアカウントに IAM ロールを作成し、 CodeBuild サンプルプロジェクト
を起動します。

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックを
作成してデプロイします。

1. ターゲットアカウントの 
AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CloudFormation コンソールを
開いて、[Stacks] を選択しま
す。

2. [スタックを作成] を選択し、
[新しいリソースを使用 (標準)] 
を選択します。

3. [Template source] (テンプレー
トのソース) で、[Upload a 
template file] (テンプレート
ファイルのアップロード) を選
択します。

4. [テンプレートファイルの
アップロード] で、[ファ
イルを選択] を選択
し、sample_target_codebuild_template.yamlファ
イルを選択します。[Next] (次
へ) を選択します。

5. Stack Name にスタックの名
前を入力します (例:sample-
codebuild-stack)。

6. crossAccountSourceRoleArnパ
ラメータを自分

AWS DevOps
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https://console.aws.amazon.com/lambda/
https://console.aws.amazon.com/lambda/
https://console.aws.amazon.com/states/
https://console.aws.amazon.com/states/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
の<SourceAccountId> (な
ど<arn:aws:iam::123456789012:role/
codebuild-proxy-
lambda-role>) に置き換え
ます。

7. [Next] を選択し、デフォルト
のスタック作成オプションを
そのまま使用して、[Next] を
選択します。

8. AWS CloudFormation によっ
てカスタム名のついた IAM リ
ソースが作成される場合があ
ることを承認します。

CodeBuild サンプルプロジェクト
の作成を確認します。

1. AWS CloudFormation スタッ
クが CREATE_COMPLETE ス
テータスになるまでお待ちく
ださい。この所要時間は 1 分
以内となります。

2. AWS CodeBuild コンソールを
開き、sample-codebuild-
projectプロジェクトを探し
ます。

AWS DevOps

クロスアカウントの Lambda プロキシ関数のテスト

タスク 説明 必要なスキル

ステートマシンを起動します。 1. ソースアカウントの AWS 
マネジメントコンソールに
サインインし、AWS Step 
Functions コンソールを開い
て、ステートマシンを選択し
ます。

2. sample-crossaccount-
codebuild-state-
machineステートマシンを選
択し、[実行を開始] を選択し
ます。

3. 入力エディターで、次の
キーと値のペアを入力しま
す{ "SampleValue1": 
"Value1", 
"SampleValue2": 
"Value2" }。注:キーと値
のペアは、 CodeBuild ソー
スアカウントの関数からター
ゲットアカウントのプロジェ
クトへ環境変数として渡され
ます。

4. [Start execution] (実行のス
タート) を選択します。

AWS DevOps
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https://console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/start
https://console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/start
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon ECR リポジトリのワイルドカード権限を監視する

タスク 説明 必要なスキル
5. ステートマシンページの [詳

細] タブで、[実行ステータス] 
が [成功] に設定されている
かどうかを確認します。こ
れにより、ステートマシンが
実行中であることが確認され
ます。注:ステートマシンが
Succeeded ステータスになる
までに約 30 秒かかることがあ
ります。

6. ステートマシン内のステッ
プの出力と入力を確認す
るには、実行イベント履歴
セクションでそのステップ
を展開します。たとえば、
「Lambda- CodeBuild プロキ
シ-開始」ステップを展開し
ます。出力には、オーバーラ
イドされた環境変数、元のペ
イロード、 CodeBuild および
ジョブ ID の詳細が含まれま
す。

環境変数を検証します。 1. ターゲットコンソールAWS サ
インインします。

2. AWS CodeBuild コンソールを
開いて [ビルド] を展開し、[プ
ロジェクトのビルド] を選択し
ます。

3. sample-codebuild-
projectプロジェクトを選択
し、[詳細を表示] を選択しま
す。

4. [ビルド履歴] タブで、プロ
ジェクトの最新のビルドを選
択し、[ログを表示] を選択し
ます。

5. ログ出力で、STDOUT に
出力される環境変数が Step 
Functions サンプルステートマ
シンの環境変数と一致するこ
とを確認します。

AWS DevOps

AWS CloudFormation と AWS Config を使用して 
Amazon ECR リポジトリのワイルドカードアクセ
ス権限を監視する

ヴィクラント・テルカー (AWS)、サジッド・モミン (AWS)、ワッシム・ベンハラム (AWS) が作成
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

環境: 本番稼働用 テクノロジー: DevOps; コンテナ
とマイクロサービス

AWS サービス: AWS 
CloudFormation; AWS Config; 
Amazon ECR; Amazon SNS; 
AWS Lambda

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドにおける Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
は、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用したリソースベースのアクセス権限によるプライ
ベートリポジトリをサポートする、マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

IAM はリソース属性とアクション属性の両方で「*」ワイルドカードをサポートしているため、一致する
複数のアイテムを簡単に自動的に選択できます。テスト環境では、ecr:*リポジトリポリシーステート
メントの主要要素にあるワイルドカード権限を使用して、認証されたすべての AWS ユーザーに Amazon 
ECR リポジトリへのアクセスを許可できます。ecr:*ワイルドカード権限は、プロダクションデータにア
クセスできない開発アカウントで開発やテストを行う場合に役立ちます。

ただし、ecr:*ワイルドカード権限は重大なセキュリティ上の脆弱性を引き起こす可能性があるため、
運用環境ではワイルドカード権限を使用しないようにする必要があります。このパターンのアプローチ
は、ecr:*リポジトリポリシーステートメントにワイルドカードアクセス権限を含む Amazon ECR リポ
ジトリを特定するのに役立ちます。  このパターンには、AWS Config でカスタムルールを作成する手順
と AWS CloudFormation テンプレートが用意されています。次に、AWS Lambda 関数は Amazon ECR リ
ポジトリポリシーステートメントを監視して、ecr:*ワイルドカードアクセス権限がないか確認します。
非準拠のリポジトリポリシーステートメントが見つかると、Lambda は AWS Config に通知して Amazon 
EventBridge EventBridge にイベントを送信し、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピッ
クを開始します。SNS トピックは、非準拠のリポジトリポリシーステートメントについて電子メールで通
知します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定 詳細については、AWS CLI ドキュ

メントの「AWS CLI のインストール、更新、およびアンインストール」を参照してください。
• テスト環境にインストールおよび設定された、ポリシーステートメントが添付された既存の Amazon 

ECR リポジトリ。詳細については、Amazon ECR ドキュメントの「プライベートリポジトリの作成」
と「リポジトリポリシーステートメントの設定」を参照してください。

• お好みの AWS リージョンで設定された AWS 設定。詳細については、AWS Config ドキュメントの
「AWS Config 入門」を参照してください。

• aws-config-cloudformation.templateファイル (添付) は、ローカルマシンにダウンロードされ
ます。

 

機能制限

• このパターンのソリューションはリージョナルです。リソースは、同じリージョンに作成する必要があ
ります。 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

アーキテクチャ
次の図は、AWS Config が Amazon ECR リポジトリポリシーステートメントをどのように評価するかを示
しています。 

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. AWS Config はカスタムルールを開始します。 
2. カスタムルールは Lambda 関数を呼び出し、Amazon ECR リポジトリポリシーステートメントのコン

プライアンスを評価します。次に、Lambda 関数は非準拠のリポジトリポリシーステートメントを識別
します。

3. Lambda 関数は、コンプライアンス違反ステータスを AWS Config に送信します。
4. AWS Config EventBridge はにイベントを送信します。
5. EventBridge コンプライアンス違反通知を SNS トピックに公開します。
6. Amazon SNS は、ユーザーまたは権限のあるユーザーに E メールアラートを送信します。

自動化とスケーリング

このパターンのソリューションでは Amazon ECR リポジトリポリシーステートメントをいくつでも監視で
きますが、評価するリソースはすべて同じリージョンで作成する必要があります。

Tools
• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し

たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わ
りに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起
動および設定できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにわたってスタックを管理および
プロビジョニングできます。

• AWS Config — AWS Config は、AWS アカウントにある AWS リソースの設定を詳細に表示します。こ
れには、リソース間の関係と設定の履歴が含まれるため、時間の経過と共に設定と関係がどのように変
わるかを確認できます。

• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は AWS マネージドコンテナイメー
ジレジストリサービスで、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えた AWS マネージドコンテ
ナイメージレジストリサービスです。Amazon ECR は、 IAM を使用するリソースベースの許可を持つ
プライベートリポジトリをサポートします。                                 

• Amazon EventBridge — Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータ
に接続するために使用できるサーバーレスのイベントバスサービスです。 EventBridge は、アプリケー
ション、SaaS (Software as a Service) アプリケーション、および AWS サービスからのリアルタイム
データのストリームを、AWS Lambda 関数、API デスティネーションを使用した HTTP 呼び出しエンド
ポイント、または他のアカウントのイベントバスなどのターゲットに配信します。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理サーバーなしでもコードを実
行し、有効にするコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あ
たり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消
費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生
しません。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーとクライアン
ト間のウェブサーバーや E メールアドレスを含むメッセージ配信や送信を調整および管理します。サブ
スクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信しま
す。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

Code

aws-config-cloudformation.templateこのパターンのコードはファイル（添付）にあります。

エピック
AWS CloudFormation スタックの作成

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation スタックを
作成します。

AWS CLI で次のコマンドを実
行して AWS CloudFormation ス
タックを作成します。

$ aws cloudformation 
 create-stack --stack-
name=AWSConfigECR \ 
    --template-body 
  file://aws-config-
cloudformation.template \ 
    --parameters 
 ParameterKey=<email>,ParameterValue=<myemail@example.com> 
 \ 
    --capabilities 
 CAPABILITY_NAMED_IAM

AWS DevOps

AWS Config カスタムルールをテストする

タスク 説明 必要なスキル

AWS Config カスタムルールをテ
ストします。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
Config コンソールを開いて 
[Resources] を選択します。

2. [Resource inventory] (リソー
スのインベントリ) ページで、
リソースカテゴリ、リソース
タイプ、およびコンプライア
ンスステータスでフィルタリ
ングできます。

3. ecr:*が格納されてい
る Amazon ECRNON-
COMPLIANT? リポジトリ
と、ecr:*が含まれていな
い Amazon ECR リポジト
リCOMPLIANT。

4. Amazon ECR リポジトリに非
準拠のポリシーステートメン
トが含まれている場合、SNS 
トピックに登録されている E 
メールアドレスに通知が届き
ます。

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
添付ファイル

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS CodeCommit イベントからカスタムアクショ
ンを実行する

作成者:アブドゥラヒ・オラオエ (AWS)

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; 管理とガ
バナンス

AWS サービス:AWS 
CodeCommit; Amazon SNS

概要
AWS CodeCommit リポジトリを使用してコードを保存する場合、リポジトリを監視し、特定のイベン
トが発生したときにアクションのワークフローを開始したい場合があります。たとえば、ユーザーが
コミットのコード行にコメントしたときにメール通知を送信したり、コミット後にリポジトリコンテ
ンツのセキュリティスキャンを実行する AWS Lambda 関数を開始したりできます。このパターンは、 
CodeCommit カスタムアクションのリポジトリを設定する手順の概要を示しています。このパターンで
は、AWS CodeCommit 通知ルールを使用して対象のイベントを取得し、これらのイベントを設定済みの
ターゲットに送信します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Git コマンドに精通している。
• AWS CodeCommit、セットアップしてください。手順については、「AWS のセットアップ」を参照し

てください CodeCommit。
• (推奨) AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定 手順については、「AWS 

CLI の使用開始」を参照してください。

アーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• AWS CodeCommit は、安全な Git ベースのリポジトリをホストするフルマネージド型のソース管理サー
ビスです。これにより、チームは安全で拡張性の高いエコシステムでコードを簡単に共同作業できま
す。 CodeCommit インフラストラクチャのスケーリングに関する不安要素は排除され、お客様が独自の
ソース管理システムを運用する必要がなくなります
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叙事詩

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、アプリケーション、エンドユーザー、およびデ
バイスでクラウドから通知を瞬時に送受信できるようにするウェブサービスです。Amazon SNS は、 
many-to-many 高スループットのプッシュベースのメッセージング用のトピック (コミュニケーショ
ンチャネル) を提供します。Amazon SNS トピックを使用すると、パブリッシャーは Amazon Simple 
Queue Service (Amazon SQS) キュー、AWS Lambda 関数、HTTP/S ウェブフックなどのparallel 処理
のために多数のサブスクライバーにメッセージを配信できます。Amazon SNS を使用して、モバイル
プッシュ、SMS、および電子メールを使用してエンドユーザーに通知を送信することもできます。

叙事詩
CodeCommit リポジトリをセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リポジトリを作成
します。

CodeCommit コンソールまたは 
AWS CLI CodeCommit を使用し
てリポジトリを作成します。手
順については、「 CodeCommit 
リポジトリの作成」を参照して
ください。

DevOps エンジニア

CodeCommit コンテンツをリポ
ジトリにプッシュします。

リポジトリを作成したら、Git 
コマンドを使用してリポジトリ
にコンテンツを追加します。既
存の Git リポジトリのコンテン
ツ、またはローカルのバージョ
ン管理されていないコンテンツ
をコンピューターから移行でき
ます。手順については、「リポ
ジトリへのファイルの追加」ま
たは「AWS への移行」を参照し
てください CodeCommit。

DevOps エンジニア

Amazon SNS の設定

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックを作成します。 この SNS CodeCommit トピッ
クはからのイベントを受信しま
す。手順については、「Amazon 
SNS トピックの作成」を参照し
てください。

クラウドアーキテクト、 DevOps 
エンジニア

カスタムアクション用のリソー
スを作成します。

カスタムアクションを実行する
には、対応するリソースを作
成する必要があります。たと
えば、カスタムアクションが 
Lambda コードを実行して SQS 
キューにメッセージを送信する
ことである場合は、Lambda 関数
と SQS キューを作成する必要が
あります。メールや SMS 通知な
どのアクションにはリソースは
必要ありません。詳細について

クラウドアーキテクト、 DevOps 
エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
は、作成するリソースのタイプ
の AWS ドキュメントを参照して
ください。

SNS トピックにカスタムアク
ションリソースをサブスクライ
ブします。

カスタムアクションに応じて、
適切なプロトコルのサブスクリ
プションを作成します。たとえ
ば、E メール通知用の E メール
アドレス、カスタムコードを実
行する Lambda 関数、Amazon 
SQS にイベントを送信する SQS 
キューをサブスクライブするな
どです。メールやSMSなどのサ
ブスクリプションプロトコルの
場合は、それぞれメールまたは
電話番号に送信されたリンクか
らサブスクリプションを確認す
る必要があります。手順につい
ては、「Amazon SNS トピック
にサブスクライブする」を参照
してください。

クラウドアーキテクト、 DevOps 
エンジニア

通知ルールの設定

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リポジトリの通知
ルールを作成します。

通知ルールを作成するときは、
通知を開始する Git イベントを
選択し、ターゲットタイプとし
て SNS トピックを選択し、先
に作成した SNS トピックを選択
します。リポジトリには複数の
ターゲットを設定することもで
きます。手順については、「通
知ルールの作成」を参照してく
ださい。

DevOps エンジニア

カスタムアクションをテストし
ます。

通知を開始するように設定され
たイベントのいずれかを実行し
ます。たとえば、そのイベント
をトリガーとして選択した場合
は、プルリクエストを作成しま
す。カスタムアクションが実行
されているが表示されるはずで
す。例えば、SNS トピックに E 
メールアドレスをサブスクライ
ブすると、E メール通知を受け取
るはずです。

DevOps エンジニア

関連リソース
• AWS CodeCommit ドキュメンテーション
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Amazon CloudWatch メトリッ

クスを CSV ファイルに公開する

• Amazon SNS ドキュメンテーション
• Git ドキュメンテーション

Amazon CloudWatch メトリックスを CSV ファイ
ルに公開する

作成者:アブドゥラヒ・オラオエ (AWS)

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps AWS サービス:アマゾン 
CloudWatch

概要
このパターンでは、Python スクリプトを使用して Amazon CloudWatch のメトリックスを取得し、読みや
すくするためにメトリックス情報をカンマ区切り値 (CSV) ファイルに変換します。このスクリプトは、メ
トリックスを取得する必要がある AWS サービスを必須の引数として取ります。AWS リージョンと AWS 
認証情報プロファイルをオプションの引数として指定できます。これらの引数を指定しない場合、スク
リプトは、スクリプトが実行されるワークステーションに設定されているデフォルトのリージョンとプロ
ファイルを使用します。スクリプトを実行すると、CSV ファイルが生成され、同じディレクトリに保存さ
れます。

このパターンで提供されるスクリプトと関連ファイルについては、「添付ファイル」セクションを参照し
てください。

前提条件と制限
前提条件

• Python 3.x
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)

機能制限

スクリプトは、現在以下の AWS サービスをサポートしています。

• AWS Lambda
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

• デフォルトでは、スクリプトは Amazon EE BS Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームメトリ
クスを収集しません。Amazon EBS メトリックスを収集するには、metrics.yaml添付ファイルを変
更する必要があります。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• ただし、このスクリプトは Amazon Aurora をサポートしていません。

• Application Load Balancer
• Network Load Balancer
• Amazon API Gateway
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Tools

Tools
• Amazon CloudWatch は、 DevOps エンジニア、開発者、サイト信頼性エンジニア (SRE)、IT 管理者向

けに構築された監視サービスです。 CloudWatch では、データと実用的なインサイトを利用して、アプ
リケーションのモニタリング、パフォーマンスのモニタリング、パフォーマンスの変化、リソース使用
率の最適化、運用状態の統合的な確認を行うことができます。 CloudWatch 監視および運用データをロ
グ、メトリクス、イベントの形式で収集し、AWS とオンプレミスのサーバーで実行されている AWS リ
ソース、アプリケーション、サービスを一元的に表示します。

叙事詩
前提条件条件をインストールして設定する

タスク 説明 必要なスキル

前提条件条件をインストールし
ます。

次のコマンドを実行します。

$ pip3 install -r 
 requirements.txt

デベロッパー

AWS CLI の設定。 次のコマンドを実行します。 

$ aws configure

デベロッパー

Python スクリプトを設定します

タスク 説明 必要なスキル

スクリプトを開きます。 スクリプトのデフォルト設
定を変更するには、を開きま
すmetrics.yaml。

デベロッパー

スクリプトの期間を設定しま
す。

これはフェッチする期間です。
デフォルトの期間は 5 分 (300 
秒) です。期間は変更できます
が、以下の制限に注意してくだ
さい。 

• 指定した時間値が 3 時間前か
ら 15 日前の場合は、期間に 
60 秒 (1 分) の倍数を使用しま
す。 

• 指定した時間値が 15 時間前か
ら 63 日前の場合は、期間に 
300 秒 (5 分) の倍数を使用し
てください。 

• 指定した時間値が 63 日前より
大きい場合は、期間に 3,600 
秒 (1 時間) の倍数を使用して
ください。

デベロッパー
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
そうしないと、API オペレーショ
ンはデータポイントを返しませ
ん。

スクリプトの時間を設定しま
す。

この値は、取得するメトリクス
の時間数を指定します。デフォ
ルトは 1 時間です。複数日分の
メトリクスを取得するには、値
を時間単位で指定します。たと
えば、2 日間の場合は 48 と指定
します。

デベロッパー

スクリプトの統計値を変更しま
す。

(オプション) グローバル統計値
はでAverage、特定の統計値
が割り当てられていないメト
リックをフェッチするときに
使用されます。このスクリプト
は、MaximumSampleCount、お
よびの統計値をサポートしてい
ますSum。

デベロッパー

Python スクリプトを実行します

タスク 説明 必要なスキル

スクリプトを実行します。 以下のコマンドを使用します。 

$ python3 cwreport.py 
 <service> 

region profile サービス値
のリストとオプションおよびパ
ラメータを表示するには、以下
のコマンドを実行します。

 $ python3 cwreport.py -h

オプションのパラメータの詳細
については、追加情報セクショ
ンを参照してください。

デベロッパー

関連リソース
• AWS CLI の設定
• Amazon CloudWatch メトリクスの使用
• CloudWatch アマゾンドキュメント
• EC2 CloudWatch メトリックス
• AWS ラムダメトリックス
• アマゾン RDS メトリックス
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追加情報

• Application Load Balancer (ロードバランサー)
• Network Load Balancer、メトリクス
• Amazon API Gateway メトリックス

追加情報
スクリプトの使い方

$ python3 cwreport.py -h

シンタックス例

python3 cwreport.py <service> <--region=Optional Region> <--profile=Optional credential 
 profile>

[Parameters] (パラメータ)

• service (必須) ‒ スクリプトを実行する対象となるサービス。スクリプトは、現在、AWS 
Lambda、Amazon EC2、Amazon RDS、Application Load Balancer、Network Load Balancer 
EC2、Amazon RDS といったサービスをサポートしています。

• リージョン (オプション) ‒ メトリックスを取得する AWS リージョン。デフォルトのリージョンはで
すap-southeast-1。

• プロファイル (オプション) ‒ 使用する AWS CLI の名前付きプロファイル。このパラメータが指定され
ていない場合、デフォルトに設定されている認証情報プロファイルが使用されます。

例

• ap-southeast-1デフォルトのリージョンとデフォルトに設定された認証情報を使用して Amazon EC2 
メトリックスを取得するには:$ python3 cwreport.py ec2

• リージョンを指定して API Gateway メトリクスを取得するには:$ python3 cwreport.py 
apigateway --region us-east-1

• AWS プロファイルを指定して Amazon EC2 メトリックスを取得するには:$ python3 cwreport.py 
ec2 --profile testprofile

• Amazon EC2 メトリックスを取得するリージョンとプロファイルの両方を指定するには:$ python3 
cwreport.py ec2 --region us-east-1 --profile testprofile

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

pytest フレームワークを使用して AWS Glue で 
Python ETL ジョブのユニットテストを実行する

Praveen Kumar Jeyarajan (AWS) と Vaidy Sankaran (AWS) によって作成されました
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

code repository:

• ws-glue-jobs-unit-テスト

環境:プロダクション テクノロジー: DevOps; ビッグ
データ; ソフトウェア開発とテス
ト

AWS サービス:AWS 
CloudFormation; AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit 
CodePipeline; AWS Glue

概要
AWS Glue の Python 抽出、変換、ロード (ETL) ジョブの単体テストはローカル開発環境で実行できま
すが、 DevOps それらのテストをパイプラインで複製するのは困難で時間がかかる場合があります。ユ
ニットテストは、メインフレームの ETL プロセスを AWS テクノロジースタックでモダナイズする場合
に特に難しい場合があります。このパターンは、既存の機能をそのまま維持し、新しい機能をリリース
したときに主要なアプリケーション機能の中断を回避し、高品質のソフトウェアを維持しながら、単体テ
ストを簡素化する方法を示しています。このパターンのステップとコードサンプルを使用すると、AWS 
の pytest フレームワークを使用して AWS Glue で Python ETL ジョブのユニットテストを実行できます 
CodePipeline。このパターンを使用して、複数の AWS Glue ジョブをテストしてデプロイすることもでき
ます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon ECR パブリックギャラリーからダウンロードした AWS Glue ライブラリの Amazon Elastic 

Container Registry (Amazon ECR) イメージ
• ターゲット AWS アカウントと AWS リージョンのプロファイルを含む Bash ターミナル (任意のオペ

レーティングシステム)
• Python 3.9 以降
• パイテスト

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• AWS Glue
• Pytest
• Python
• AWS Glue 用の Python ETL ライブラリ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Python に基づく AWS Glue ETL プロセスのユニットテストを一般的なエンタープライズ規模
の AWS DevOps パイプラインに組み込む方法を示しています。
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Tools

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. CodePipeline ソースステージでは、サンプル Python ETL ジョブ (sample.py)、ユニットテストファイ
ル (test_sample.py)、および AWS CodeCommit CloudFormation テンプレートを含むソースコード
のリポジトリを使用します。次に、 CodePipeline CodeBuild 最新のコードをメインブランチからプロ
ジェクトに転送して、さらに処理します。

2. ビルドおよび公開段階では、前のソース段階の最新のコードが AWS Glue パブリック Amazon ECR 
イメージを使用して単体テストされます。次に、 CodeBuild テストレポートがレポートグループに公
開されます。AWS Glue ライブラリのパブリック Amazon ECR リポジトリ内のコンテナイメージに
は、AWS Glue PySparkでローカルで実行およびユニットテストベースの ETL タスクを実行するために
必要なすべてのバイナリが含まれています。パブリックコンテナリポジトリには、AWS Glue がサポー
トするバージョンごとに 1 つずつ、合計 3 つのイメージタグがあります。デモンストレーションの目
的から、このパターンではglue_libs_3.0.0_image_01 image タグを使用します。このコンテナイ
メージをランタイムイメージとして使用するには CodeBuild、使用するイメージタグに対応するイメー
ジ URI をコピーし、pipeline.yml GitHub TestBuildリソースのリポジトリ内のファイルを更新し
ます。

3. デプロイステージでは、 CodeBuild プロジェクトが開始され、Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにコードが公開されます。

4. ユーザーは、 CloudFormation deployフォルダー内のテンプレートを使用して AWS Glue タスクをデ
プロイします。

Tools
AWS ツール

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備
えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

• AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテスト
の実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの作成を行います。

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理する必要なく、Git リポジトリを非公開で保存
および管理するのに役立つバージョン管理サービスです。

• AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定し、
ソフトウェア変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。

• AWS Glue はフルマネージド型 ETL サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間で
のデータの分類、クリーニング、エンリッチ化、および移動を確実に行うことができます。

その他のツール

• Pytest は、アプリケーションやライブラリの複雑な機能テストをサポートするようにスケーリングでき
る小規模なユニットテストを作成するためのフレームワークです。

• Python は、高水準のインタープリター型汎用プログラミング言語です。
• AWS Glue 用の Python ETL ライブラリは、AWS Glue PySpark のバッチジョブのローカル開発に使用

される Python ライブラリのリポジトリです。

Code

このパターンのコードは GitHub aws-glue-jobs-unit-testing リポジトリにあります。リポジトリには、次の
リソースが含まれます。

• srcフォルダー内の Python ベースの AWS Glue ジョブのサンプル
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ベストプラクティス

• testsフォルダー内の関連するユニットテストケース (pytest フレームワークを使用して構築)
• CloudFormation deployフォルダー内のテンプレート (YAML で記述)

ベストプラクティス
CodePipeline リソースのセキュリティ

CodePipelineのパイプラインに接続するソースリポジトリには暗号化と認証を使用するのがベストプラク
ティスです。詳細については、 CodePipeline ドキュメントの「セキュリティのベストプラクティス」を参
照してください。

CodePipeline リソースの監視とロギング

AWS のログ機能を使用して、ユーザーがアカウントで実行するアクションと使用しているリソースを確認
するのがベストプラクティスです。ログファイルは次の情報を表示します：

• アクションの日時
• アクションの送信元 IP アドレス
• 不適切なアクセス権限が理由で失敗したアクション

ロギング機能は AWS CloudTrail イベントと Amazon CloudWatch イベントで使用できます。 CloudTrail 
を使用して、AWS アカウントによって行われた、またはそのアカウントの代わりに行われた AWS API 呼
び出しとそれに関連するイベントを記録することができます。詳細については、 CodePipeline ドキュメン
トの「AWS による CodePipeline API CloudTrail 呼び出しのロギング」を参照してください。

CloudWatch イベントを使用して、AWS 上で実行されている AWS クラウドリソースとアプリケーショ
ンを監視できます。 CloudWatch Events でアラートを作成することもできます。詳細については、 
CodePipeline ドキュメントの「 CodePipeline イベントの監視」を参照してください。

エピック
ソースコードのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

デプロイ用のコードアーカイブ
を準備します。

1. GitHubaws-glue-jobs-unit-
testingcode.zip リポジトリ
からダウンロードするか、コ
マンドラインツールを使用し
て.zip ファイルを自分で作成
します。たとえば、ターミナ
ルで次のコマンドを実行する
と、Linux または Mac で.zip 
ファイルを作成できます。

git clone https://
github.com/aws-samples/
aws-glue-jobs-unit-
testing.git
cd aws-glue-jobs-unit-
testing
git checkout master
zip -r code.zip src/ 
 tests/ deploy/

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
2. AWS マネジメントコンソー

ルにサインインし、お好みの 
AWS リージョンを選択しま
す。

3. S3 バケットを作成し、
作成した S3 バケット
に.zipcode.zip パッケージと
ファイル (以前にダウンロード
した) をアップロードします。
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation スタックを作成
します。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

2. [スタックの作成] を選択し、
[既存のリソースを使用 (リ
ソースをインポート)] を選択
します。

3. 「スタックの作成」ページの
「テンプレートの指定」セ
クションで、「テンプレート
ファイルをアップロード」を
選択し、次に pipeline.yml テ
ンプレート ( GitHub リポジト
リからダウンロードした) を選
択します。続いて、[Next (次
へ)] を選択します。

4. [スタック名] にglue-unit-
testing-pipeline、任意のスタッ
ク名を入力または選択しま
す。

5. に
はApplicationStackName、glue-
codepipeline-appあらかじ
め入力されている名前を使
用してください。これは、 
CloudFormation パイプライン
が作成するスタックの名前で
す。

6. にはBranchName、事前入力
されたマスター名を使用して
ください。これは、S3 バケッ
トの.zip CodeCommit ファイ
ルのコードをチェックインす
るためにリポジトリに作成さ
れたブランチの名前です。

7. にはBucketName、あらかじ
め入力されている aws-glue-
artifacts-us-east-1 バケット
名を使用してください。これ
は .zip ファイルを含む S3 バ
ケットの名前で、パイプライ
ンがコードアーティファクト
を保存するために使用されま
す。

8. にはCodeZipFile、あらかじめ
入力されている code.zip 値を
使用してください。これはサ
ンプルコード S3 オブジェク
トのキー名です。オブジェク
トは .zip ファイルである必要
があります。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
9. にはRepositoryName、aws-

glue-unit-testingあらかじ
め入力されている名前を使
用してください。これは、 
CodeCommit スタックが作成
するリポジトリの名前です。

10.に
はTestReportGroupName、glue-
unittest-reportあらかじめ入力
されている名前を使用してく
ださい。これは、 CodeBuild 
ユニットテストレポートを保
存するために作成されるテス
トレポートグループの名前で
す。

11.[Next] (次へ) を選択してから 
[Configure stack options] (ス
タックオプションの設定) ペー
ジでもう一度 [Next] (次へ) を
クリックします。

12.レビューページの [機能] 
で、[カスタム名で IAM 
CloudFormation リソースが作
成される可能性があることを
確認する] オプションを選択し
ます。

13.[Submit] (送信) を選択しま
す。スタックの作成が完了す
ると、Resources タブに作成
されたリソースが表示されま
す。スタックの作成には約 5 
～ 7 分かかります。

スタックは、.zip ファイル
からチェックインして S3 
CodeCommit バケットにアップ
ロードされた初期コードを使用
してリポジトリを自動的に作成
します。さらに、 CodePipeline 
CodeCommit スタックはリポ
ジトリをソースとして使用して
ビューを作成します。上記のス
テップでは、 CodeCommit リポ
ジトリはでaws-glue-unit-test、パ
イプラインは aws-glue-unit-test-
pipelineです。
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

環境内のリソースをクリーン
アップします。

追加のインフラストラクチャコ
ストを避けるため、このパター
ンで提供されている例を試して
からスタックを削除してくださ
い。

1. CloudFormation コンソールを
開き、作成したスタックを選
択します。

2. [Delete] (削除) を選択します。
これにより、 CodeCommit 
リポジトリ、AWS Identity 
and Access Management 
(IAM) ロールまたはポリシー、 
CodeBuild プロジェクトな
ど、スタックが作成したす
べてのリソースが削除されま
す。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

ユニットテストを実行する

タスク 説明 必要なスキル

パイプラインでユニットテスト
を実行します。

1. デプロイされたパイプライン
をテストするには、AWS マ
ネジメントコンソールにサイ
ンインし、CodePipeline コン
ソールを開きます。

2. CloudFormation スタック
によって作成されたパイプ
ラインを選択し、[Release 
change] を選択します。パイ
プラインの実行が開始されま
す ( CodeCommit リポジトリ
内の最新のコードを使用)。

3. Test_and_Build フェーズが終
了したら、[詳細] タブを選択
し、ログを調べます。

4. 「レポート」タブを選択し、
「レポート履歴」からテス
トレポートを選択すると、ユ
ニットテストの結果が表示さ
れます。

5. デプロイステージが完了した
ら、デプロイした AWS Glue 
ジョブを AWS Glue コンソー
ルで実行および監視します。
詳細については、AWS Glue 
のドキュメントの「AWS Glue 
のモニタリング」を参照して
ください。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

867

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/codepipeline/
https://console.aws.amazon.com/codepipeline/
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitor-glue.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitor-glue.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
トラブルシューティング

トラブルシューティング
問題 解決策

Amazon S3、Amazon ECR、 CodeCommit または
ソースを含むパイプラインは自動的に起動しなく
なりました

Amazon EventBridge CloudWatch のイベントルー
ルまたは変更検出用のイベントを使用するアク
ションの設定を変更すると、ソース識別子が類似
していて頭文字が同じである変更が AWS マネジメ
ントコンソールで検出されない場合があります。
新しいイベントルールはコンソールによって作成
されないため、パイプラインは自動的に起動され
なくなります。

たとえば、 CodeCommit
MyTestBranch-1MyTestBranch-2ブランチ名
をからに変更するのは小さな変更です。ブランチ
名の末尾に変更があるため、ソースアクションの
イベントルールが新しいソース設定のルールを更
新、または作成しない場合があります。

これは、 CloudWatch イベント内のイベントを変
更検出に使用する以下のソースアクションに適用
されます。

• 送信アクションが Amazon S3 にある場合の S3 
バケット名と S3 オブジェクトキーパラメータま
たはコンソール ID

• ソースアクションが Amazon ECR にある場合の
リポジトリ名とイメージタグパラメータ、また
はコンソール識別子

• ソースアクションが実行されているときのリポ
ジトリ名とブランチ名のパラメータまたはコン
ソール識別子 CodeCommit

問題を解決するには、以下のいずれかの操作を行
います。

• Amazon S3、Amazon ECR CodeCommit、
またはの設定を変更して、パラメータ値の
開始部分が変更されるようにします。たとえ
ば、release-branch支店名をからに変更しま
す2nd-release-branch。など、名前の末尾の
変更は避けてくださいrelease-branch-2。

• Amazon S3、Amazon ECR、 CodeCommit ま
たは各パイプラインの設定を変更します。たと
えば、myRepo/myBranch支店名をからに変更
しますmyDeployRepo/myDeployBranch。
など、名前の末尾の変更は避けてくださ
いmyRepo/myBranch2。

• AWS マネジメントコンソールを使用する代
わりに、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI) または AWS CloudFormation を使用し
て、変更検出イベントルールを作成して更
新します。Amazon S3 ソースアクションの
イベントルールを作成する手順については、
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関連リソース

問題 解決策
「Amazon S3 CloudWatch ソースアクション
とイベント」を参照してください。Amazon 
ECR アクションのイベントルールを作成する
手順については、Amazon ECR CloudWatch 
ソースアクションとイベントを参照してくださ
い。 CodeCommit アクションのイベントルー
ルを作成する手順については、CodeCommit 
CloudWatch ソースアクションとイベントを参照
してください。 コンソールでアクション設定を 
編集した後、コンソールによって作成された更
新された変更検出リソースを 容認します。

関連リソース
• AWS Glue
• AWS Glue ジョブのローカルでの開発とテスト
• AWS CloudFormation 用の AWS Glue

Amazon S3 に Helm v3 チャートリポジトリをセッ
トアップする

作成者:アビシェック・シャルマ (AWS)

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; コンテ
ナとマイクロサービス; モダナイ
ゼーション

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon S3

概要
このパターンは、Helm v3 レポジトリをアマゾンシンプルストレージサービス（AWS）のAmazon Simple 
Storage Service（Amazon S3）にHelm v3レポジトリを統合することで、Helm v3 チャートを効率的に管
理するために役立ちます。このパターンを使用するには、Kubernetes と Kubernetes のパッケージマネー
ジャーである Helm に精通している必要があります。Helm リポジトリを使用してチャートと管理チャート
のバージョンを保存すると、システム停止時の平均復元時間 (MTTR) を改善できます。 

このパターンでは、Helm リポジトリの作成に AWS CodeCommit を使用し、Helm チャートリポジトリと
して S3 バケットを使用するため、組織全体の開発者がチャートを一元管理してアクセスできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント

869

https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/create-cloudtrail-S3-source.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/create-cloudtrail-S3-source.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/create-cwe-ecr-source.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/create-cwe-ecr-source.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/create-cwe-ecr-source.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/triggering.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/triggering.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/triggering.html
http://aws.amazon.com/glue/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws-glue-programming-etl-libraries.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/populate-with-cloudformation-templates.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• Python バージョン 2.7.12 またはそれ以降
• pip
• サブネットと Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon Elastic Compute Cloud) 仮想プライベートクラ

ウド (Amazon EC2) 仮想プライベートクラウド (Amazon EC2) 仮想プライベートクラウド (Amazon 
• EC2 インスタンスに Git がインストールされます
• S3 バケット作成用の AWS Identity and Access Management and Access Management Management 

and Access Management Management Management
• クライアントマシンからの Amazon S3 への IAM (プログラムまたはロール) アクセス
• AWS CodeCommit リポジトリ
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)

製品バージョン

• ヘルム V3
• Python バージョン 2.7.12 またはそれ以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon S3
• AWS CodeCommit
• ヘルム
• Kubectl
• Python および pip
• Git
• ヘルム-3 プラグイン

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• Helm を既存の継続的インテグレーション/継続的デリバリー (CI/CD) 自動化ツールに組み込むと、Helm 
チャートのパッケージングとバージョン管理を自動化できます (このパターンの対象外です)。

• GitVersion または Jenkins のビルド番号を使用してチャートのバージョン管理を自動化できます。

Tools
• Helm — Helm は、Kubernetes 用のパッケージマネージャーで、Kubernetes クラスターでアプリケー

ションをインストールし、管理するために役立ちます。
• Amazon S3 — Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージで

す。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量
のデータを保存および取得できます。

• helm-s3 プラグイン — helm-s3 プラグインは Amazon S3 とのインタラクションをサポートします。ヘ
ルムv2とヘルムv3のどちらでも使用できます。
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叙事詩

叙事詩
Helm v3 のインストールと検証

タスク 説明 必要なスキル

Helm v3 クライアントをインス
トールします。

Helm Client をローカルシ
ステムにダウンロードし
てインストールするには、
次のコマンドを実行しま
す。sudo curl https://
raw.githubusercontent.com/
helm/helm/main/scripts/
get-helm-3 | bash

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

Helm のインストールを検証しま
す。

Helm クライアントを検証する
には、次のコマンドを実行しま
す。helm version --short

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

S3 バケットを Helm リポジトリとして初期化

タスク 説明 必要なスキル

Helm チャート用の S3 バケット
を作成する。

ユニークな S3 バケットを作成
する。バケットにという名前の
フォルダを作成しますstable/
myapp。このパターンの例で
は、s3://my-helm-charts/
stable/myappターゲットの
チャートリポジトリとして使用
しています。

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

Amazon S3 用の helm-s3 プラグ
インをインストールします。

helm-3 プラグインをクライア
ントマシンにインストールする
には、次のコマンドを実行しま
す。helm plugin install 
https://github.com/
hypnoglow/helm-s3.git

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

Amazon S3 ヘルムリポジトリを
初期化します。

Helm レポジトリとしてター
ゲットフォルダを初期化する
には、次のコマンドを使用しま
す。helm s3 init s3://my-
helm-charts/stable/myapp 

このコマンド
は、index.yamlその場所に保
存されているすべてのチャート
情報を追跡するファイルをター
ゲットに作成します。

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

新しく作成された Helm リポジト
リを確認します。

次のコマンドを実行し
て、index.yamlファイルが作
成されたことを確認します。aws 

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
s3 ls s3://my-helm-
charts/stable/myapp/

Amazon S3 リポジトリをクライ
アントマシンの Helm に追加しま
す。

ターゲットリポジトリエイリア
スを Helm クライアントマシン
に追加するには、以下のコマン
ドを使用します。helm repo 
add stable-myapp s3://
my-helm-charts/stable/
myapp/

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

Amazon S3 Helm リポジトリにチャートをPackage 化して公開する

タスク 説明 必要なスキル

Helm チャートのクローンを作成
してください。

リポジトリにローカルの 
Helm チャートがない場合
は、 CodeCommit GitHub 
次のコマンドを実行して
リポジトリからクローンを
作成します。git clone 
<url_of_your_helm_source_code>.git

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

ローカルの Helm チャートを
Package 化します。

作成または複製したチャートを
パッケージ化するには、以下の
コマンドを使用します。helm 
package ./my-app 

例として、my-appこのパターン
はチャートを使用しています。
このコマンドは、my-appチャー
トフォルダーのすべての内容
を、Chart.yamlファイルに記
載されているバージョン番号を
使用して名前が付けられたアー
カイブファイルにパッケージ化
します。

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

ローカルパッケージを Amazon 
S3 Helm リポジトリに保存しま
す。

Amazon S3 の Helm レポジト
リにローカルパッケージをアッ
プロードするには、次のコマ
ンドを実行します。helm s3 
push ./my-app-0.1.0.tgz 
stable-myapp

コマンドでは、my-appはチャー
トフォルダ名、0.1.0はに記載
されているチャートバージョ
ンChart.yaml、stable-
myappはターゲットリポジトリ
のエイリアスです。

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

Helm チャートを説明します。 チャートがローカルと Amazon 
S3 Helm リポジトリの両方
に表示されることを確認する

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
には、次のコマンドを実行し
ます。helm search repo 
stable-myapp

Helm レポジトリのアップグレード

タスク 説明 必要なスキル

グラフの修正とパッケージ化。 でvalues.yaml、replicaCount値
をに設定し1、チャー
トをパッケージ化しま
す。Chart.yaml0.1.1今度
はバージョンをに変更します。
バージョン管理は、CI/CD パイ
プライン内の Jenkins GitVersion 
ビルド番号などのツールを使用
して自動化することで実現す
るのが理想的です。バージョ
ン番号の自動化は、このパ
ターンの範囲外です。グラフ
をパッケージ化するには、次の
コマンドを実行します。helm 
package ./my-app/

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

新しいバージョンを Amazon S3 
の Helm リポジトリにプッシュし
ます。

新しいパッケージ (バージョ
ン 0.1.1) を Amazon S3 の my-
helm-chartsHelm リポジトリに
プッシュするには、以下のコマ
ンドを実行します。helm s3 
push ./my-app-0.1.1.tgz 
stable-myapp

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

Helm チャートを説明します。 更新されたチャートがローカル
と Amazon S3 Helm リポジトリ
の両方に表示されることを確認
するには、次のコマンドを実行
します。

helm repo update

helm search repo stable-
myapp

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

Amazon S3 Helm リポジトリからチャートを検索してインストールする

タスク 説明 必要なスキル

my-app チャートのすべてのバー
ジョンを検索します。

使用可能なすべてのバージョン
のチャートを表示するには、--
versionsフラグを付けて以下
のコマンドを実行します。helm 
search repo my-app --
versions 

DevOps エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
フラグがない場合、Helmはデ
フォルトでアップロードされた
チャートの最新バージョンを表
示します。

Amazon S3 Helm リポジトリか
らチャートをインストールしま
す。

自動インストールはこのパ
ターンの対象外ですが、手動
でインストールできます。前
のタスクの検索結果には、my-
appチャートの複数のバージョ
ンが表示されます。Amazon 
S3 Helm リポジトリから新し
いバージョン (0.1.1) をイン
ストールするには、以下のコ
マンドを使用します。helm 
upgrade --install my-
app-release stable-
myapp/my-app --version 
0.1.1 --namespace dev

DevOps エンジニア

Helm を使用して以前のバージョンにロールバックします

タスク 説明 必要なスキル

特定のリビジョンの詳細を確認
してください。

自動ロールバックはこのパター
ンの対象外ですが、以前のバー
ジョンに手動でロールバックで
きます。作業バージョンに切り
替えたりロールバックしたりす
る前に、またリビジョンをイン
ストールする前の検証をさらに
進めるには、以下のコマンドを
使用して各リビジョンに渡され
た値を確認してください。helm 
get values --revision=2 
my-app-release

DevOps エンジニア

以前のバージョンにロールバッ
クします。

自動ロールバックはこのパター
ンの対象外です。以前のリビ
ジョンに手動でロールバックす
るには、次のコマンドを使用し
ます。helm rollback my-
app-release 1 

この例では、リビジョン番号 1 
にロールバックしています。

DevOps エンジニア

関連リソース
• ヘルムドキュメンテーション
• ヘルム-3 プラグイン (MIT ライセンス)
• Simple Storage Service (Amazon S3)
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での CI/CD パイプラインの設定 CodePipeline

AWS CodePipeline と AWS CDK を使用して CI/CD 
パイプラインをセットアップする

コンスタンティン・ザルダエフ（AWS）、シザー・ペレイラ（AWS）、ラース・キンダー（AWS）、ヤ
シャ・ダバス（AWS）によって作成されました

コードリポジトリ:

• AWS CodePipeline と CI/CD

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps

ワークロード:オープンソース AWS サービス:AWS 
CodePipeline

ホーム
継続的な統合や継続的なデリバリー (CI/CD) により、ソフトウェアビルドおよびリリースプロセスを自動
化することで、繰り返しビルドを行い、新しい機能をユーザーに迅速に提供することができます。コード
の変更をすばやく簡単にテストでき、ソフトウェアのリリース前にバグを見つけて修正できます。ステー
ジングとリリースのプロセスを通じて各変更を実行することで、アプリケーションまたはインフラスト
ラクチャコードの品質を検証できます。CI/CD には、アプリケーション開発チームがより頻繁かつ確実に
コード変更を行うのに役立つ文化、一連の運用原則、および一連のプラクティスが組み込まれています。
この実装は CI/CD パイプラインとも呼ばれます。

このパターンは、Amazon Web Services (AWS) での、再利用可能な継続的インテグレーションおよび継
続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを定義します。AWS CodePipeline パイプラインは、AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK) v2 を使用して AWS パイプラインです。

を使用して CodePipeline、AWS マネジメントコンソールインターフェイス (AWS 
CLI)、AWS、AWS、AWS、または AWS SDK を使用して、ソフトウェアリリースプロセスのさまざまな
段階をモデルにします。 CloudFormationこのパターンは、AWS CDK CodePipeline を使用した実装とその
コンポーネントを示しています。構築ライブラリに加えて、AWS CDK には、AWS CDK アプリケーショ
ンを操作するための主要なツールであるツールキット (CLI コマンドcdk) が含まれています。他の機能の
中でも、ツールキットには 1 CloudFormation つ以上のスタックをテンプレートに変換して AWS アカウン
トにデプロイする機能があります。

パイプラインには、サードパーティライブラリのセキュリティを検証するテストが含まれており、指定さ
れた環境での迅速な自動リリースを保証するのに役立ちます。アプリケーションを検証プロセスにかける
ことで、アプリケーションの全体的なセキュリティを高めることができます。

このパターンの目的は、 DevOps デプロイするリソースがベストプラクティスに従っていることを確認
しながら、CI/CD パイプラインを使用してコードをデプロイする時間を短縮することです。サンプルコー
ドを実装すると、リンティング、テスト、セキュリティチェック、デプロイ、 CodePipelineデプロイ
後のプロセスを備えた AWS ができあがります。このパターンには Makefile のステップも含まれていま
す。Makefile を使用すると、開発者は CI/CD のステップをローカルで再現でき、開発プロセスのスピード
を上げることができます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
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アーキテクチャ

• 以下に関する基本的な理解:
• AWS CDK
• AWS CloudFormation
• AWS CodePipeline
• TypeScript

機能制限

このパターンでは AWS CDK TypeScript のみを使用します。AWS CDK がサポートする他の言語は対象外
です。

製品バージョン

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.61.0 以降
• cfn_nag バージョン 0.8.10 またはそれ以降
• git-remote-codecommit バージョン 1.16 以降
• Node.js バージョン 19 またはそれ以降
• TypeScript バージョン 4.9.4 以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS CDK
• AWS CloudFormation
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline

ターゲットアーキテクチャ

パイプラインは AWS CodeCommit リポジトリ (SampleRepository) の変更によってトリガーされま
す。最初に、 CodePipeline アーティファクトをビルドし、それ自体を更新して、デプロイプロセスを開始
します。結果として得られるパイプラインは、次の 3 つの独立した環境にソリューションをデプロイしま
す。

• Dev — アクティブな開発環境での3段階のコードチェック
• テスト — 統合および回帰テスト環境
• 本番環境 — 本番環境

開発段階には、リンティング、セキュリティ、ユニットテストの 3 つのステップが含まれます。これらの
ステップはparallel 実行されるため、処理速度が向上します。パイプラインが作業中のアーティファクトの
みを提供するようにするため、プロセスのステップが失敗するたびに実行が停止されます。開発段階のデ
プロイ後、パイプラインは検証テストを実行して結果を検証します。成功した場合、パイプラインはデプ
ロイ後の検証を含むテスト環境にアーティファクトをデプロイします。最後のステップは、アーティファ
クトを本番環境にデプロイすることです。

次の図は、 CodeCommit リポジトリから実行されるビルドおよび更新プロセスまでのワークフロー 
CodePipeline、開発環境の 3 つのステップ、3 つの環境のそれぞれでのその後のデプロイと検証を示して
います。
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Tools

Tools
AWS サービス

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。このパ
ターンでは、 CloudFormation CodeCommit テンプレートを使用してリポジトリと CodePipeline CI/CD 
パイプラインを作成できます。

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理しなくても、Git リポジトリをプライベートに
保存して管理できるようにするバージョン管理サービスです。

• AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化して設定し、ソフト
ウェア変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化できる CI/CD サービスです。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS の
サービスと対話するのに役立つオープンソースツールです。

その他のツール

• cfn_nag は、 CloudFormation テンプレート内のパターンを検索して潜在的なセキュリティ問題を特定す
るオープンソースツールです。

• git-remote-codecommitは、Git を拡張することにより、 CodeCommit リポジトリからコードをプッシュ
およびプルするためのユーティリティです。

• Node.js は、 JavaScript スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計されたイ
ベント駆動型のランタイム環境です。

Code

このパターンのコードは、 GitHub AWS の CI/CD CodePipeline プラクティスリポジトリで入手できま
す。

ベストプラクティス
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーなどのリソースを見直して、組織のベストプラク
ティスと合っていることを確認します。

叙事詩
インストールツール

タスク 説明 必要なスキル

macOS または Linux にツールを
インストールします。

macOSまたはLinuxを使用して
いる場合は、お好みのターミ
ナルで次のコマンドを実行する
か、Linux用のHomebrewを使用
してツールをインストールでき
ます。

brew install
brew install git-remote-
codecommit
brew install ruby brew-gem

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
brew-gem install cfn-nag

AWS Cloud9 を使用してツール
をインストールします。

AWS Cloud9 を使用している場
合は、次のコマンドを実行して
ツールをインストールします。

gem install cfn-nag

注:AWS Cloud9 には Node.js と 
npm がインストールされている
必要があります。インストール
またはバージョンを確認するに
は、以下のコマンドを実行しま
す。

node -v
npm -v

DevOps エンジニア

AWS CLI をセットアップしま
す。

AWS CLI をセットアップするに
は、お使いのオペレーティング
システムの手順に従ってくださ
い。

• Windows: AWS CLI 認証
情報ヘルパーを使用し
た、Windows 上の AWS 
CodeCommit リポジトリへの 
HTTPS 接続のセットアップ手
順

• Linux、macOS、UNIX: AWS 
CLI 認証情報ヘルパーを使用
した、Linux、macOS、または 
UNIX 上の AWS CodeCommit 
リポジトリへの HTTPS 接続の
セットアップ手順

DevOps エンジニア

初期デプロイメントのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

コードをダウンロードまたはク
ローンします。

このパターンで使用されるコー
ドを取得するには、以下のいず
れかを実行します。

• GitHub リポジトリ内のリリー
スから最新のソースコードを
ダウンロードし、ダウンロー
ドしたファイルをフォルダに
解凍します。

• 以下のコマンドを実行して、
プロジェクトのクローンを作
成します。

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

git clone --depth 1 https://
github.com/aws-samples/aws-
codepipeline-cicd.git

.gitクローニングしたリポジト
リからディレクトリを削除しま
す。

cd ./aws-codepipeline-cicd
rm -rf ./.git

後で、新しく作成した AWS 
CodeCommit リポジトリをリ
モートオリジンとして使用しま
す。

AWS アカウントConnect。 一時的なセキュリティトークン
またはlanding zone 認証を使用し
て接続できます。正しいアカウ
ントと AWS リージョンを使用し
ていることを確認するには、以
下のコマンドを実行します。

AWS_REGION="eu-west-1"
ACCOUNT_NUMBER=$(aws sts 
 get-caller-identity --query 
 Account --output text)
echo "${ACCOUNT_NUMBER}"

DevOps エンジニア

環境をブートストラップしま
す。

AWS CDK 環境をブートストラッ
プするには、以下のコマンドを
実行します。

npm install
npm run cdk bootstrap 
 "aws://${ACCOUNT_NUMBER}/
${AWS_REGION}"

環境のブートストラップが正常
に完了すると、次の出力が表示
されます。

#  Bootstrapping environment 
 aws://{account}/{region}...
#  Environment aws://
{account}/{region} 
 bootstrapped

AWS CDK ブートストラップの
詳細については、AWS CDK の
ドキュメントを参照してくださ
い。

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

テンプレートを合成します。 AWS CDK アプリケーションを合
成するには、cdk synthコマン
ドを使用します。

npm run cdk synth

次のような出力が表示されま
す。

Successfully synthesized to 
 <path-to-directory>/aws-
codepipeline-cicd/cdk.out
Supply a stack id 
 (CodePipeline, Dev-
MainStack) to display its 
 template.

DevOps エンジニア

CodePipeline スタックをデプロ
イします。

テンプレートをブートスト
ラップして合成したので、 
CloudFormation テンプレー
トをデプロイできます。 
CodePipeline CodeCommit デプ
ロイによってパイプラインとリ
ポジトリが作成され、これがパ
イプラインのソースとトリガー
になります。

npm run cdk -- deploy 
 CodePipeline --require-
approval never

コマンドを実行すると、 
CodePipeline スタックが
正常にデプロイされ、情
報が出力されるはずです。
は、AWSCodePipeline.RepositoryName
CodeCommit アカウントのリポ
ジトリの名前を示します。

CodePipeline: deploying...
CodePipeline: creating 
 CloudFormation changeset...
#  CodePipeline
Outputs:
CodePipeline.RepositoryName 
 = SampleRepository
Stack ARN:
arn:aws:cloudformation:REGION:ACCOUNT-
ID:stack/CodePipeline/STACK-
ID

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リモートリポジト
リとブランチを設定します。

CodePipeline デプロイが成
功すると、パイプラインの最
初の実行が開始されます。
パイプラインの実行は AWS 
CodePipeline コンソールで
確認できます。AWS CDK 
CodeCommit はデフォルトブラ
ンチを開始しないため、この最
初のパイプラインの実行は失敗
し、次のエラーメッセージが返
されます。

The action failed because 
 no branch named main was 
 found in the selected 
 AWS CodeCommit repository 
 SampleRepository. Make sure 
 you are using the correct 
 branch name, and then try 
 again. Error: null

このエラーを修正するには、リ
モートオリジンをとして設定
しSampleRepository、main必
要なブランチを作成します。

RepoName=$(aws 
 cloudformation describe-
stacks --stack-name 
 CodePipeline --query 
 "Stacks[0].Outputs[?
OutputKey=='RepositoryName'].OutputValue" 
 --output text)
echo "${RepoName}"
#
git init
git branch -m master main
git remote add origin 
 codecommit://${RepoName}
git add .
git commit -m "Initial 
 commit"
git push -u origin main

DevOps エンジニア

CodePipeline デプロイしたパイプラインのテスト

タスク 説明 必要なスキル

変更をコミットしてパイプライ
ンをアクティブ化します。

初期デプロイが成功する
と、mainSampleRepositoryソー
スブランチとしてのブランチを
含む完全な CI/CD パイプライン
ができあがります。mainブラン
チに変更をコミットするとすぐ
に、パイプラインは次の一連の

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
アクションを開始して実行しま
す。

1. CodeCommit リポジトリから
コードを取得します。

2. コードをビルドします。
3. パイプライン自体を

更新してください 
(UpdatePipeline)。

4. リンティング、セキュリ
ティ、ユニットテストの
チェック用に 3 つのジョブを
parallel して実行します。

5. 成功した場合、Main./lib/
main-stack.tsパイプライ
ンはスタックを Dev 環境にデ
プロイします。

6. デプロイされたリソースにつ
いて、デプロイ後のチェック
を実行します。 CodePipeline 
CodePipeline コンソールです
べての手順と結果を実行でき
ます。

7. 成功した場合、パイプライン
はテスト環境と本番環境の
デプロイと検証を繰り返しま
す。

Makefile を使用してローカルでテストする

タスク 説明 必要なスキル

Makefile を使用して開発プロセ
スを実行します。

makeコマンドを使用してパイプ
ライン全体をローカルで実行す
ることも、個々のステップ (な
どmake linting) を実行するこ
ともできます。

を使用してテストするに
はmake、以下のアクションを実
行します。

• ローカルパイプラインの実
装:make

• ユニットテストのみを実
行:make unittest

• 現在のアカウントへのデプロ
イ:make deploy

• 環境をクリーンアップしま
す。make clean

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア
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トラブルシューティング

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK アプリケーションリ
ソースを削除します。

AWS CDK アプリをクリーンアッ
プするには、次のコマンドを実
行します。

cdk destroy --all

ブートストラップ中に作成さ
れた Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットは自動的
に削除されないことに注意して
ください。削除を許可するリテ
ンションポリシーが必要です。
または、AWS アカウントで手動
で削除する必要があります。

DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題 解決策

テンプレートが機能しない。 何か問題が発生してテンプレートが機能しない場
合は、以下の点について確認してください。

• ツールの適切なバージョン。
• ターゲット AWS アカウントへのアクセス (ネッ

トワーク接続)。
• ターゲット AWS アカウントへの十分なアクセス

許可。IAM プリンシパルがすべてのアクション
を実行できることを確認してください。

関連リソース
• AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成
• AWS CodePipeline ドキュメント
• AWS CDK

証明書マネージャーと Let's Encrypt を使用して 
Amazon EKS end-to-end 上のアプリケーションの
暗号化を設定します

マヘンドラ・シッダッパ (AWS) とヴァサンス・ロビン (AWS) によって作成されました
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概要

コードリポジトリ:

• Amazon EKSnd-to-end での電
子暗号化

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; コンテ
ナとマイクロサービス; セキュリ
ティ、アイデンティティ、コン
プライアンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:アマゾン 
EKS、Amazon Route 53

概要
end-to-end 暗号化の実装は複雑な場合があり、マイクロサービスアーキテクチャ内のアセットごと
に証明書を管理する必要があります。Network Load Balancer または Amazon API Gateway を使用し
て、Amazon Web Services (AWS) ネットワークのエッジでトランスポート層セキュリティ (TLS) 接続を
終了できますが、 end-to-end 組織によっては暗号化が必要です。

このパターンでは、入力に NGINX 入力コントローラーを使用します。これは、Kubernetes イングレスを
作成すると、イングレスリソースはNetwork Load Balancer を使用するからです。Network Load Balancer 
はクライアント証明書のアップロードを許可しません。したがって、Kubernetes イングレスを使って相互
に TLS を実現することはできません。

このパターンは、アプリケーション内のすべてのマイクロサービス間の相互認証を必要とする組織を対象
としています。相互TLSを利用すると、ユーザー名やパスワードを管理する負担が軽減され、すぐに使え
るセキュリティフレームワークも使用できます。このパターンのアプローチは、組織に多数の接続デバイ
スがある場合や、厳格なセキュリティガイドラインに準拠する必要がある場合に適しています。

このパターンは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) end-to-end で実行されるアプリケー
ションに暗号化を実装することで、組織のセキュリティ体制を強化するのに役立ちます。このパターン
は、Amazon EKS リポジトリの GitHub End-to-end 暗号化リポジトリ内のサンプルアプリケーションと
コードを提供して、マイクロサービスが Amazon EKS end-to-end で暗号化を使用してどのように実行され
るかを示しています。このパターンのアプローチでは、Kubernetes のアドオンである cert-manager を使
用し、認証局 (CA) として Let's Encrypt を使用します。Let's Encrypt は証明書を管理するための費用対効
果の高いソリューションで、90 日間有効な証明書を無料で提供しています。Cert-Manager は、新しいマ
イクロサービスが Amazon EKS にデプロイされたときに、証明書のオンデマンドプロビジョニングとロー
テーションを自動化します。 

対象読者

このパターンは、Kubernetes、TLS、Amazon Route 53、およびドメインネームシステム (DNS) の使用経
験があるユーザーにおすすめです。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 既存の Amazon EKS クラスター。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 1.7 以降。macOS、Linux、または Windows にイ

ンストールおよび設定されています。
• Amazon EKSkubectl クラスターにアクセスできるようにインストールおよび設定されたコマンドライ

ンユーティリティ。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストール」を参照
してください。

• アプリケーションをテストするための既存の DNS 名。詳細については、Amazon Route 53 ドキュメン
トの「Amazon Route 53 を使用したドメイン名の登録」を参照してください。 
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アーキテクチャ

• ローカルマシンにインストールされている最新の Helm バージョン。詳細については、Amazon EKS ド
キュメントと Helm リポジトリの「Amazon EKS で GitHub Helm を使用する」を参照してください。 

• ローカルマシンに複製された Amazon EKS リポジトリの GitHub End-to-end 暗号化。 
• Amazon EKS リポジトリのクローン化された GitHub Epolicy.jsontrustpolicy.jsonnd-to-end 暗

号化から取得したおよびファイルの次の値を置き換えます。
• <account number>— ソリューションをデプロイするアカウントの AWS アカウント ID に置き換え

ます。 
• <zone id>— ドメイン名の Route 53 ゾーン ID に置き換えます。 
• <node_group_role>— Amazon EKS ノードに関連付けられている AWS Identity and Access 

Management (IAM) ロールの名前に置き換えてください。
• <namespace>— NGINX Ingress コントローラーとサンプルアプリケーションをデプロイする 

Kubernetes 名前空間に置き換えてください。
• <application-domain-name>— Route 53 の DNS ドメイン名に置き換えてください。

機能制限

• このパターンでは、証明書のローテーション方法については説明しておらず、Amazon EKS のマイクロ
サービスで証明書を使用する方法を示すだけです。 

アーキテクチャ
次の図は、このパターンのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. クライアントは、アプリケーションへのアクセス要求を DNS 名に送信します。
2. Route 53 レコードはNetwork Load Balancer の CNAME です。
3. Network Load Balancer は、TLS リスナーで設定された NGINX Ingress コントローラーにリクエストを

転送します。NGINX Ingress コントローラーとNetwork Load Balancer 間の通信は HTTPS プロトコル
に従います。

4. NGINX Ingress Controllerは、アプリケーションサービスへのクライアントのリクエストに基づいてパス
ベースのルーティングを実行します。

5. アプリケーションサービスはリクエストをアプリケーションポッドに転送します。このアプリケーショ
ンは、シークレットを呼び出すことで同じ証明書を使用するように設計されています。

6. ポッドは、cert-manager 証明書を使用してサンプルアプリケーションを実行します。NGINX イングレ
スコントローラーとポッド間の通信には HTTPS を使用します。

注:証明書マネージャーは独自の名前空間で実行されます。Kubernetes クラスターロールを使用して、証
明書を特定の名前空間のシークレットとしてプロビジョニングします。これらの名前空間をアプリケー
ションポッドと NGINX Ingress コントローラーにアタッチできます。

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるように
するマネージド型サービスです。独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストー
ル、操作、維持する必要はありません。
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叙事詩

• Elastic Load Balancing は、受信したトラフィックを複数のターゲット、コンテナ、IP アドレスに自動的
に分散させます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) では、AWS リソースへのアクセスを安全に管理できま
す。

• Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたスケーラブルな DNS ウェブサービスです。

その他のツール

• cert-manager は Kubernetes のアドオンで、証明書をリクエストして Kubernetes コンテナに配布し、証
明書の更新を自動化します。

• NGINX Ingress Controllerは、Kubernetesおよびコンテナ化された環境におけるクラウドネイティブアプ
リ向けのトラフィック管理ソリューションです。

叙事詩
Route 53 でパブリックホストゾーンを作成して設定する

タスク 説明 必要なスキル

Route 53 にパブリックホスト
ゾーンを作成します。

AWS マネジメントコンソールに
サインインし、Amazon Route 
53 コンソールを開き、[ホスト
ゾーン] を選択し、[ホストゾー
ンの作成] を選択します。パブ
リックホストゾーンを作成し、
ゾーン ID を記録します。詳細に
ついては、Amazon Route 53 ド
キュメントの「パブリックホス
トゾーンの作成」を参照してく
ださい。

注:ACME DNS01 は DNS プロ
バイダーを使用して、証明書
マネージャーが証明書を発行
するためのチャレンジを投稿し
ます。このチャレンジでは、ド
メイン名の下の TXT レコード
に特定の値を入力して、そのド
メイン名の DNS を管理してい
ることを証明する必要がありま
す。Let's Encrypt が ACME クラ
イアントにトークンを渡すと、
クライアントはそのトークンと
アカウントキーから派生した 
TXT レコードを作成し、_acme-
challenge.<YOURDOMAIN>そ
のレコードをに置きます。次
に、Let's Encrypt は DNS にそ
のレコードのクエリを実行しま
す。一致するものが見つかった
ら、証明書の発行に進むことが
できます。

AWS DevOps
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叙事詩

cert-manager がパブリックホストゾーンにアクセスできるように IAM ロールを
設定します

タスク 説明 必要なスキル

証明書マネージャー用の IAM ポ
リシーを作成します。

お客様が Route 53 ドメインを
所有していることを検証する
権限を cert-manager に提供す
るには、IAM ポリシーが必要
です。policy.jsonサンプル 
IAM ポリシーは、Amazon EKS 
リポジトリのクローン化された 
GitHub E1-IAMRolend-to-end 
暗号化のディレクトリにありま
す。

AWS CLI で、次のコマンドを実
行して、IAM ポリシーを作成し
ます。

aws iam create-
policy --policy-name 
PolicyForCertManager --
policy-document file://
policy.json

AWS DevOps

証明書マネージャーの IAM ロー
ルを作成します。

IAM ポリシーを作成したら、IAM 
ロールを作成する必要がありま
す。trustpolicy.jsonサンプ
ル IAM1-IAMRole ロールはディ
レクトリにあります。

AWS CLI で、次のコマンドを実
行して、IAM ロールを作成しま
す。

aws iam create-
role --role-name 
RoleForCertManager --
assume-role-policy-
document file://
trustpolicy.json

AWS DevOps

ロールへのポリシーの付与 AWS CLI で、次のコマンドを実
行して、IAM ロールに IAM ポリ
シーをアタッチします。

aws iam attach-role-
policy --policy-arn 
arn:aws:iam::aws:policy/
PolicyForCertManager 
--role-
nameRoleForCertManager

AWS DevOps
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叙事詩

Amazon EKS で NGINX イングレスコントローラーをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

NGINX イングレスコントロー
ラーをデプロイします。

using Helmnginx-ingress の
最新バージョンをインストー
ルします。デプロイする前
に、nginx-ingress要件に
応じて構成を変更できます。
このパターンでは、5-Nginx-
Ingress-Controllerディレク
トリにある注釈付きの内部向け
Network Load Balancer を使用し
ます。 

5-Nginx-Ingress-
Controllerディレクトリから
次の Helm コマンドを実行して 
NGINX Ingress コントローラー
をインストールします。

helm install test-nginx 
nginx-stable/nginx-
ingress  -f  5-Nginx-
Ingress-Controller/
values_internal_nlb.yaml

AWS DevOps

NGINX Ingress コントローラー
がインストールされていること
を確認します。

helm list コマンドを実行しま
す。出力には、NGINX Ingress 
コントローラーがインストール
されていることが表示されるは
ずです。

AWS DevOps

Route 53 A レコードを作成しま
す。

A レコードは NGINX Ingress コ
ントローラーによって作成され
たNetwork Load Balancer を指し
ます。

1. Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) コンソー
ルで、Load Balancer を選択
し、ネットワークロードバラ
ンサーの DNS 名をコピーしま
す。

2. Amazon Route 53 コンソール
で、[パブリックホストゾーン] 
を選択し、[レコードの作成] 
を選択して、レコードの名前
を入力します。 

3. レコードタイプは、A — IPv4
と一部の AWS リソースにト
ラフィックをルートしていく
つかのAWSリソースを選択し
ます。  

4. エイリアスを有効にし
て、Network Load Balancer を

AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
指す A レコードエイリアスを
作成します。

5. Amazon Route53 コンソール
で、[パブリックホストゾーン] 
を選択し、[レコードの作成] 
を選択して、[レコード名を提
供] を選択します。A-IPv4にト
ラフィックをルートしていく
つかのAWS リソースタイプを
選択し、エイリアスを有効に
します。

6. [トラフィックのルーティング] 
で、Network Load Balancer 
と AWS リージョンを選択
し、Network Load Balancer の 
DNS を選択します。

Amazon EKS VirtualServer で NGINX をセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

NGINX VirtualServer をデプロイ
します。

NGINX VirtualServer リ
ソースは、入力リソース
に代わる負荷分散構成で
す。NGINX VirtualServer リ
ソースを作成するための設定
は、nginx_virtualserver.yaml6-
Nginx-Virtual-Serverディ
レクトリ内のファイルにありま
す。kubectl次のコマンドを実
行して NGINX VirtualServer リ
ソースを作成します。

kubectl apply -f 
 nginx_virtualserver.yaml

重
要:nginx_virtualserver.yamlファ
イル内のアプリケーションドメ
イン名、証明書シークレット、
およびアプリケーションサービ
ス名を必ず更新してください。

AWS DevOps

NGINX VirtualServer が作成され
ていることを確認します。

で、kubectl次のコマンドを実
行して、NGINX VirtualServer リ
ソースが正常に作成されたこと
を確認します。

kubectl get 
virtualserver

AWS DevOps

889



AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
注:Host列がアプリケーションの
ドメイン名と一致することを確
認してください。

TLS を有効にして NGINX ウェブ
サーバーをデプロイします。

このパターンでは、TLS を有効
にした NGINX Web end-to-end 
サーバーを暗号化テスト用のア
プリケーションとして使用しま
す。テストアプリケーションの
デプロイに必要な設定ファイル
は、demo-webserverディレク
トリにあります。 

で、kubectl次のコマンドを実
行して、テストアプリケーショ
ンをデプロイします。

kubectl apply -f nginx-
tls-ap.yaml

AWS DevOps

テストアプリケーションリソー
スが作成されたことを確認しま
す。

次のコマンドを実行し
てkubectl、テストアプリケー
ションに必要なリソースが作成
されていることを確認します。

• kubectl get deployments

注:ReadyAvailable列と列を
検証してください。

• kubectl get pods | grep 
-i example-deploy

注:runningポッドは元の状態
になっているはずです。

• kubectl get configmap 
• kubectl get svc 

AWS DevOps

アプリケーションを検証しま
す。

1. を以前に作成した Route53 
DNS 名に置き換えて、
次のコマンドを実行し
ます。<application-
domain-name>

curl --verbose 
https://<application-
domain-name>

2. アプリケーションにアクセス
できることを確認します。

AWS DevOps

関連リソース
AWS リソース

• Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成 (Amazon Route 53 ドキュメント)
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SNS トピックに複数のメールエン
ドポイントをサブスクライブします

• Amazon EKS の NGINX イングレスコントローラーでのNetwork Load Balancer の使用 (AWS ブログ投
稿)

その他のリソース

• Route 53 (証明書マネージャーのドキュメント)
• DNS01 チャレンジプロバイダーの設定 (証明書管理ドキュメント)
• DNS チャレンジを暗号化しよう (Let's Encrypt ドキュメント)

カスタムリソースを使用して複数のメールエンドポ
イントを SNS トピックに登録する

リカルド・モライス (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー: DevOps AWS サービ
ス:Amazon SNS、AWS 
CloudFormation、AWS Lambda

概要
注、2022 年 8 月:AWS では、 CloudFormation AWS::SNS::Topicオブジェクトとそのサブスクリプション
属性による複数のリソースのサブスクリプションがサポートされるようになりました。

このパターンは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックからの通知を受け取るため
の、複数のメールアドレスをサブスクライブします。AWS Lambda 関数を AWS CloudFormation テンプ
レートのカスタムリソースとして使用します。Lambda 関数は、SNS トピックのメールエンドポイントを
指定する入力パラメータに関連付けられています。

現在、AWS CloudFormation AWS::SNS::Topicテンプレートオブジェクトを使用して、SNS
AWS::SNS::Subscriptionトピックに単一エンドポイントをサブスクライブできます。複数のエンドポイン
トをサブスクライブするには、オブジェクトを複数回呼び出す必要があります。Lambda 関数をカスタム
リソースとして使用すると、入力パラメータを介して複数のエンドポイントをサブスクライブできます。
この Lambda 関数は、どの AWS CloudFormation テンプレートでもカスタムリソースとして使用できま
す。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• ローカル環境に設定された AWS プロファイルで、アクセスキーとシークレットキーを使用します。こ

のコードは AWS Cloud9 から実行することもできます。
• 次のアクセス許可を付与します。

• AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー
• AWS Lambda 関数
• Lambda 関数をアップロードするためSimple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SNS トピックとポリシー
• AWS CloudFormation スタック
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機能制限

• このコードは、LinuxおよびmacOSワークステーションをサポートします。

製品バージョン

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2 以降。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS CloudFormation
• Amazon SNS
• AWS Lambda

Tools
Tools

• AWS CLI バージョン 2

Code

添付ファイルには次のファイルが含まれます。

• Lambda 関数lambda_function.py
• AWS CloudFormation テンプレート:template.yaml
• 複数または単一の電子メールエンドポイントサブスクリプションを処理する 2 つのパラメータ

ファイル:parameters-multiple-values.json(デフォルトとして使用) とparameters-one-
value.json

スタックをデプロイするには、いずれかのパラメータファイルを使用できます。複数のメールエンドポイ
ントを指定するには: 

./deploy.sh -p <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r <YOUR_AWS_PROFILE_REGION>

メールエンドポイントを 1 つ指定するには:

./deploy.sh -p <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r <YOUR_AWS_PROFILE_REGION> -f parameters-one-
value.json

叙事詩
オプション 1-1 つのメールサブスクリプションで SNS トピックをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピック購読用の電子メー
ルエンドポイントを設定しま
す。

ファイルparameters-one-
value.json (添付) を編集
し、pSNSNotificationsEmailパ
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ラメーターの値を、使用
したいメールアドレスを反
映するように変更します 
(例:)someone@example.com。

リソースとサブスクリプション
を作成する AWS CloudFormation 
スタックをデプロイします。

AWS プロファイル名、AWS 
リージョン、parameters-
one-value.jsonおよびファイ
ルを指定して deploy.sh コマンド
を実行します。

./deploy.sh -p 
 <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r 
 <YOUR_AWS_PROFILE_REGION> -
f parameters-one-value.json

適切なアクセス許可を持つ IAM 
ロール

オプション 2-2 つ以上のメール購読を含む SNS トピックをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピック購読用の電子メー
ルエンドポイントを設定しま
す。

ファイルparameters-
multiple-values.json
(添付) を編集
し、pSNSNotificationsEmail使
用する電子メールアドレスを
反映するようにパラメータの値
を、someone1@example.com, 
someone2@example.com次の
ようにカンマで区切って変更し
ます。

 

リソースとサブスクリプション
を作成する AWS CloudFormation 
スタックをデプロイします。

お使いの AWS プロファイル
名と AWS リージョンを指定
して deploy.sh コマンドを実
行します。このファイルは
デフォルトで使用されるた
め、parameters-multiple-
values.jsonこのファイルを指
定する必要はありません。

./deploy.sh -p 
 <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r 
 <YOUR_AWS_PROFILE_REGION>

適切なアクセス許可を持つ IAM 
ロール

オプション 3-AWS CloudFormation テンプレートを使用して SNS トピックをデ
プロイする

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックを作成します。 テンプレートオブジェク
トにサブスクリプション

適切なアクセス許可を持つ IAM 
ロール
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タスク 説明 必要なスキル
エンドポイントを指定せず
に、AWS CloudFormation 
テンプレートを使用して 
SNS トピックを作成しま
す。AWS::SNS::Topictemplate.yaml添
付ファイルを出発点として使用
できます。

SNS トピックポリシーを作成し
ます。

AWS CloudFormation テンプレー
トで SNS トピックのポリシーを
作成します。

適切なアクセス許可を持つ IAM 
ロール

メールエンドポイントリストを 
SNS トピックに登録します。

メールエンドポイントのリスト 
(1 つ以上) に基づいて、作成した 
SNS トピックにエンドポイント
を登録します。

適切なアクセス許可を持つ IAM 
ロール

関連リソース
リファレンス:

• AWS CloudFormation カスタムリソース (AWS ドキュメント)
• Python、AWS Lambda、およびヘルパーによる AWS CloudFormation カスタムリソースの作成 (ブログ

投稿)

必要なツール

• AWS CLI バージョン 2

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

インフラストラクチャーコードのテスト駆動開発に
は Serverspec を使用してください

作成者:スシャント・ジャグデール (AWS)

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; インフラ
ストラクチャ; ハイブリッドクラ
ウド

AWS サービス: Amazon 
EC2; AWS CodeBuild; AWS 
CodeDeploy
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概要

概要
このパターンは、Amazon Web Services (AWS) クラウドでインフラストラクチャコードを書く際
に Serverspec を使用してテスト駆動開発 (TDD) を使用する方法を示しています。このパターンに
は AWS による自動化も含まれます CodePipeline。TDDは、インフラストラクチャコードが何をすべ
きかに注目し、「完了」の明確な定義を設定します。Serverspec を使用して、AWS、Terraform by 
CloudFormation、Ansible HashiCorp などのツールによって作成されたインフラストラクチャをテストで
きます。

Serverspec はインフラストラクチャコードのリファクタリングに役立ちます。Serverspec を使用す
ると、RSpec テストを記述して、さまざまなパッケージやソフトウェアのインストールの確認、コ
マンドの実行、実行中のプロセスとポートの確認、ファイル権限設定の確認などを行うことができま
す。Serverspec は、サーバーが正しく構成されているかどうかをチェックします。サーバーには Ruby の
みをインストールします。エージェントソフトウェアをインストールする必要はありません。

テストベースのインフラストラクチャには次の利点があります。

• クロスプラットフォームテスト
• 期待値の検証
• オートメーションへの信頼
• インフラストラクチャの一貫性と安定性
• 早期に失敗

このパターンを使用して、Apache ソフトウェアの Serverspec ユニットテストを実行し、Amazon マシン
イメージ (AMI) の作成中にファイル権限の設定を確認できます。AMI は、すべてのテストケースが合格し
た場合にのみ作成されます。サーバスペックは次のテストを実行します。

• Apache プロセスが実行中です。
• Apache ポートは実行中です。
• Apache の設定ファイルやディレクトリは特定の場所に存在する、といった具合です。
• ファイルアクセス権は正しく設定されています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• パブリックサブネットを備えた仮想プライベートクラウド (VPC)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) と Git のインストール

製品バージョン

• HashiCorp パッカーバージョン: 1.6.6
• Ruby バージョン:2.5.1 以降
• AWS CLI バージョン: 1.18.185
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アーキテクチャ

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

1. CodeCommit コードをリポジトリにプッシュすると、Amazon CloudWatch Events イベントによってが
実行されます CodePipeline。パイプラインの最初の段階では、 CodeCommitコードはから取得されま
す。

2. 2 番目のパイプラインステージが実行され CodeBuild、Packer テンプレートが検証および構築されま
す。

3. Packer ビルドプロビジョナーの一部として、Packer は Apache と Ruby のソフトウェアをインストー
ルします。次に、プロビジョナーは Serverspec を使用するシェルスクリプトを呼び出し、Apache プロ
セス、ポート、ファイル、およびディレクトリの単体テストを行います。Packer ポストプロセッサは、
実行中に Packer JavaScript によって生成されたすべてのアーティファクトのリストを含むオブジェク
ト表記 (JSON) ファイルを書き込みます。

4. 最後に、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスは、Packer が作成した AMI ID を
使用して作成されます。

Tools
• AWS CLI — Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS 

のサービスとやり取りするためのオープンソースツールです。
• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events では、Amazon Web Services (AWS) リ

ソースの変更を記述した、 near-real-time システムイベントのストリームを配信します。
• AWS CodeBuild — AWS CodeBuild はクラウドで動作する、完全マネージド型のビルドサービスです。 

CodeBuild はソースコードをコンパイルし、単体テストを実行して、すぐにデプロイできるアーティ
ファクトを生成します。

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は、アマゾンウェブサービスがホストするバージョン管理サー
ビスです。クラウド内のアセット (ドキュメント、ソースコード、バイナリファイルなど) CodeCommit 
を非公開で保存および管理するために使用できるバージョンです。

• AWS CodePipeline — AWS CodePipeline は、ソフトウェアをリリースするために必要なステップのモ
デル化、視覚化、および自動化に使用できる継続的な配信サービスです。ソフトウェアリリースプロセ
スのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定できます。

• HashiCorp HashiCorp Packer — Packer は、単一のソース構成から同一のマシンイメージを自動的に作
成するためのツールです。

• サーバースペック — サーバースペックは RSpec テストを実行してサーバー構成を確認しま
す。ServerspecはRubyを使用しているため、エージェントソフトウェアをインストールする必要はあり
ません。

Code

コードが添付されています。このコードでは、3 つのディレクトリと 8 つのファイルを含む次の構造を使
用しています。

### amazon-linux_packer-template.json (Packer template)
### buildspec.yaml (CodeBuild .yaml file)
### pipeline.yaml (AWS CloudFormation template to automate CodePipeline)
### rspec_tests (RSpec required files and spec)
#   ### Gem-file
#   ### Rakefile
#   ### spec
#       ### apache_spec.rb
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叙事詩

#       ### spec_helper.rb
### scripts 
    ### rspec.sh (Installation of Ruby and initiation of RSpec)

叙事詩
AWS 認証情報の設定

タスク 説明 必要なスキル

IAM ユーザーを作成します。 プログラマティックアクセスと
コンソールアクセスが可能な 
AWS Identity and Management 
(IAM) ユーザーを作成します。詳
細については、AWS ドキュメン
トを参照してください。

開発者、システム管理者、 
DevOps エンジニア

AWS 認証情報を設定します。 ローカルコンピューターまたは
環境で、IAM ユーザーの AWS 認
証情報を設定します。手順につ
いては、AWS ドキュメントを参
照してください。

開発者、システム管理者、 
DevOps エンジニア

認証情報をテストします。 設定した認証情報を検証するに
は、次のコマンドを実行しま
す。

aws sts get-caller-identity 
 --profile <profile>

開発者、システム管理者、 
DevOps エンジニア

AWS CodePipeline

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リポジトリを作成
します。

CodeCommit リポジトリを作成
するには、次のコマンドを実行
します。

aws codecommit create-
repository --repository-name 
 "<provide repository-name>" 
 --repository-description 
 "repository to unit test 
 the infrastructure code"

開発者、システム管理者、 
DevOps エンジニア

RSpec テストを書いてくださ
い。

インフラストラクチャ用の 
RSpec テストケースを作成しま
す。詳細については、「追加情
報」セクションを参照してくだ
さい。

開発者、 DevOps エンジニア

CodeCommit コードをリポジト
リにプッシュします。

CodeCommit 添付されたコード
をリポジトリにプッシュするに

開発者、システム管理者、 
DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
は、以下のコマンドを実行しま
す。

git clone <repository url>
cp -R /tmp/<code folder>/  
 <repository_folder>/
git add .
git commit -m"initial 
 commit"
git push

パイプラインを作成します。 パイプラインを作成するに
は、追加情報セクションにある
AWS CLI コマンドを実行しま
す。

開発者、システム管理者、 
DevOps エンジニア

パイプラインを開始します。 CodeCommit コードをリポジト
リにコミットします。リポジト
リにコミットすると、パイプラ
インが開始されます。

開発者、システム管理者、 
DevOps エンジニア

アパッチの URL をテストしま
す。

AMI のインストールをテストす
るには、次の URL を使用してく
ださい。

http://<your instance public 
 ip>/hello.html

ページには「Apache からこんに
ちは」というメッセージが表示
されます。

開発者、システム管理者、 
DevOps エンジニア

関連リソース
• HashiCorp
• HashiCorp パッカー
• サーバースペック
• 入門 ServerSpec: サーバースペックとは何ですか? ステリジェントではどのように使用していますか?

(外部ブログ投稿)
• インフラストラクチャコードのテスト駆動型開発 (外部ブログ記事)
• HashiCorp Packer および ServerSpec (外部記事) によるイメージ作成とテスト

追加情報
RSpec テストを書く

このパターンの RSpec テストはにあります<repository folder>/rspec_tests/spec/
apache_spec.rb。

require 'spec_helper'
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describe service('httpd') do 
  it { should be_enabled } 
  it { should be_running }
end

describe port(80) do 
  it { should be_listening }
end

describe file('/etc/httpd/conf/httpd.conf') do 
  it { should exist } 
  it { should be_owned_by 'root' } 
  it { should contain 'ServerName www.example.com' }
end

describe file('/etc/httpd/conf/httpd.conf') do 
  its(:content) { should match /ServerName www.example.com/ }
end

describe file('/var/www/html/hello.html') do 
  it { should exist } 
  it { should be_owned_by 'ec2-user' }
end

describe file('/var/log/httpd') do 
  it { should be_directory }
end

describe file('/etc/sudoers') do 
  it { should be_mode 440 }
end

describe group('root') do 
  it { should have_gid 0 }
end

/specディレクトリに独自のテストを追加することができます。

パイプラインの作成

aws cloudformation create-stack --stack-name myteststack --template-body file://
pipeline.yaml --parameters ParameterKey=RepositoryName,ParameterValue=<provide 
 repository-name> ParameterKey=ApplicationName,ParameterValue=<provide 
 application-name> ParameterKey=SecurityGroupId,ParameterValue=<provide 
 SecurityGroupId> ParameterKey=VpcId,ParameterValue=<provide VpcId> 
 ParameterKey=SubnetId,ParameterValue=<provide SubnetId> ParameterKey=Region,ParameterValue=<provide Region> ParameterKey=Keypair,ParameterValue=<provide Keypair> ParameterKey=AccountId,ParameterValue=<provide 
 AccountId> --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

パラメーターの詳細

repository-name— AWS CodeCommit リポジトリの名前

application-name— Amazon リソースネーム (ARN) はリンクされていますApplicationName。任意
の名前を指定してください

SecurityGroupId— ポート 80 が開いている AWS アカウントの任意のセキュリティグループ ID
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添付ファイル

VpcId— VPC の ID

SubnetId— VPC 内のパブリックサブネットの ID

Region— このパターンを実行中の AWS リージョン

Keypair— EC2 インスタンスにログインするためのSecure Shell (SSH) キー名

AccountId— AWS アカウント ID

AWS マネジメントコンソールを使用して、 CodePipeline 前のコマンドラインと同じパラメータを渡して
パイプラインを作成することもできます。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS のサードパーティ Git ソースリポジトリを使
用する CodePipeline

キランクマー・チャンドラシェカール (AWS) により作成

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps ワークロード: オープンソース

AWS サービス: AWS CodeBuild; 
AWS CodePipeline; AWS 
Lambda

概要
このパターンは、サードパーティの Git CodePipeline ソースリポジトリで AWS を使用する方法を示して
います。

AWS CodePipeline は、ソフトウェアの構築、テスト、デプロイのタスクを自動化する継続的デリバリー
サービスです。このサービスは現在、AWS GitHub CodeCommit、およびアトラシアン Bitbucket によって
管理されている Git リポジトリをサポートしています。ただし、企業によっては、認証にシングルサイン
オン (SSO) サービスと Microsoft Active Directory と統合されたサードパーティの Git リポジトリを使用し
ています。カスタムアクションと Webhook CodePipeline を作成することで、これらのサードパーティの 
Git リポジトリをソースとして使用できます。

Webhook は、 GitHub リポジトリなどの別のツールのイベントを検出し、それらの外部イベントをパイ
プラインに接続する HTTP 通知です。でウェブフックを作成すると CodePipeline、サービスは Git リポ
ジトリのウェブフックで使用できる URL を返します。Git リポジトリの特定のブランチにコードをプッ
シュすると、Git Webhook はこの URL CodePipeline を使用してウェブフックを開始し、パイプラインの
ソースステージを In Progress に設定します。パイプラインがこの状態になると、 CodePipeline ジョブ
ワーカーはカスタムジョブをポーリングしてジョブを実行し、成功または失敗のステータスをに送信しま
す CodePipeline。この場合、パイプラインはソースステージにあるため、ジョブワーカーは、ポーリング
されたジョブによって提供されたオブジェクトキーを使用して、Git リポジトリのコンテンツを取得し、
その内容を ZIP 圧縮して、パイプラインのアーティファクトが保存されている Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットにアップロードします。カスタムアクションのトランジションを Amazon 
のイベントに関連付け CloudWatch、そのイベントに基づいてジョブワーカーを開始することもできま
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前提条件と制限

す。この設定により、サービスがネイティブにサポートしていないサードパーティの Git CodePipeline リ
ポジトリをソースとして使用できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• ウェブフックをサポートし、 CodePipeline インターネット経由でウェブフック URL に接続できる Git 

リポジトリ
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされ、AWS アカウントと連携するように設定

されている

アーキテクチャ
パターンには次の手順が含まれます。

1. ユーザーは Git リポジトリにコードをコミットします。
2. Git ウェブフックが呼び出されます。
3. CodePipeline ウェブフックが呼び出されます。
4. パイプラインは [進行中] に設定され、ソースステージは [進行中] 状態に設定されます。
5. ソースステージアクションは、 CloudWatch 開始されたことを示すイベントルールを開始します。
6. CloudWatch このイベントは Lambda 関数を起動します。
7. Lambda 関数はカスタムアクションジョブの詳細を取得します。
8. Lambda 関数は AWS CodeBuild を起動し、ジョブ関連の情報をすべて渡します。
9. CodeBuild Secrets Manager から HTTPS Git アクセス用の公開 SSH キーまたはユーザー認証情報を取

得します。
10.CodeBuild 特定のブランチの Git リポジトリをクローンします。
11.CodeBuild アーカイブを圧縮して、 CodePipeline アーティファクトストアとして機能する S3 バケット

にアップロードします。

Tools
• AWS CodePipeline CodePipeline — フルマネージド型の継続的デリバリーサービスで、アプリケーショ

ンとインフラストラクチャの更新を迅速かつ高い信頼性で行うために、パイプラインのリリースを自動
化します。 CodePipeline は、定義したリリースモデルに基づいて、コードチェンジのフェーズの構築、
テスト、およびデプロイを自動化します。これにより、機能やアップデートを迅速かつ確実に配信でき
ます。AWS は CodePipeline 、 GitHub 独自のカスタムプラグインなどのサードパーティサービスと統
合できます。

• AWS Lambda — AWS Lambda を使用すると、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコー
ドを実行できます。Lambda を使用すると、実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンド
サービスでも、管理を必要とせずに実行できます。コードをアップロードすれば、Lambda がコードの
実行とスケーリングに必要な処理を高い可用性で処理します。他の AWS のサービスから自動的に開始
する、またはウェブやモバイルアプリケーションから直接コードを呼び出すようにコードをセットアッ
プできます。

• AWS CodeBuild — CodeBuild フルマネージド型の継続的統合サービスであり、このサービスにより、
ソースコードをコンパイルし、テストを実行し、デプロイ可能なソフトウェアパッケージを作成できま
す。を使用すると CodeBuild、独自のビルドサーバーをプロビジョニング、管理、スケールする必要が
ありません。 CodeBuild 継続的にスケーリングし、複数のビルドを同時に処理するため、ビルドが待機
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エピック

状態になることはありません。パッケージ済みのビルド環境を使用するか、ご自分のビルドツールを使
用するカスタムビルド環境を作成することですぐに開始できます。

• AWS Secrets Manager — アプリケーション、サービス、IT リソースへのアクセスに必要なシークレッ
トの保護に役立ちます。このサービスを使用すると、ライフサイクルを通じてデータベースの認証
情報、API キー、その他のシークレットをローテーション、管理、取得できます。ユーザーとアプリ
ケーションは Secrets Manager API を呼び出すことでシークレットを取得します。機密情報をプレー
ンテキストでハードコーディングする必要はありません。Secrets Manager では、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS)、Amazon Redshift、および Amazon DocumentDB の統合が組み込ま
れているシークレットローテーションが用意されています。このサービスは、API キーや OAuth トーク
ンなど、他のタイプのシークレットをサポートするように拡張できます。さらに、Secrets Manager で
は、きめ細かな権限を使用してシークレットへのアクセスを制御したり、AWS クラウド、サードパー
ティサービス、オンプレミス環境のリソースのシークレットローテーションを一元的に監査したりでき
ます。

• Amazon CloudWatch — Amazon CloudWatch は、エンジニア、開発者、 DevOps サイト信頼性エンジ
ニア (SRE)、IT 管理者向けに構築された監視および監視サービスです。 CloudWatch では、データと
実用的なインサイトを利用して、アプリケーションのモニタリング、システム全体のパフォーマンス
の変化への対応、リソース使用率の最適化、および運用状態の統合的な確認を行うことができます。 
CloudWatch モニタリングデータと運用データをログ、メトリックス、イベントの形式で収集し、AWS 
およびオンプレミスサーバーで実行される AWS リソース、アプリケーション、サービスを統合的に把
握できるようにします。 CloudWatch を使用して、環境内の異常な動作の検出、アラームの設定、ログ
とメトリクスの並べて視覚化、自動化されたアクションの実行、問題のトラブルシューティング、およ
びアプリケーションの円滑な実行に役立つ知見の発見を行うことができます。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップおよび復元、アーカイブ、エンタープライズアプリケーション、IoT デバイス、
ビッグデータ分析など、広範なユースケースのデータを容量にかかわらず、保存して保護することがで
きるオブジェクトストレージサービスです。Amazon S3 には、特定のビジネス、組織、コンプライアン
スの要件を満たすために、データを整理し、 easy-to-use きめ細かなアクセス制御を設定するのに役立
つ管理機能があります。

エピック
でカスタムアクションを作成 CodePipeline

タスク 説明 必要なスキル

AWS CLI または AWS を使用し
てカスタムアクションを作成し
ます CloudFormation。

このステップでは、特定のリー
ジョンの AWS アカウントのパ
イプラインのソースステージ
で使用できるカスタムソース
アクションを作成します。カス
タムソースアクションを作成す
るには、AWS CLI または AWS 
CloudFormation (コンソールで
はない) を使用する必要があり
ます。このエピックやその他の
エピックで説明されているコマ
ンドとステップの詳細について
は、このパターンの最後にある
「関連リソース」セクションを
参照してください。AWS CLI 
では、 create-custom-action-
type コマンドを使用します。--
configuration-properties を使
用して、 CodePipeline ジョ

一般的な AWS
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タスク 説明 必要なスキル
ブワーカーがジョブをポーリ
ングするときに処理する必要
があるすべてのパラメーター
を指定します。このカスタム
ソースステージでパイプライ
ンを作成するときに同じ値
を使用できるように、必ず--
provider オプションと--action-
version オプションに指定され
た値を書き留めてください。 
AWS::CodePipeline::CustomAction
リソースタイプタイプを使用し
て AWS CloudFormation でカス
タムソースアクションを作成す
ることもできます。

認証を設定する

タスク 説明 必要なスキル

SSH キーペアを作成します。 Secure Shell (SSH) key pair を
作成します。手順については、 
GitHub ドキュメントを参照して
ください。

DevOps システム/エンジニア

AWS Secrets Manager でシーク
レットを作成します。

SSH キーkey pair からプラ
イベートキーの内容をコピー
し、AWS Secrets Manager で
シークレットを作成します。こ
のシークレットは、Git リポジト
リにアクセスする際の認証に使
用されます。

一般的な AWS

パブリックキーを Git リポジトリ
に追加します。

SSH キーペアのパブリックキー
を Git リポジトリアカウント設定
に追加して、プライベートキー
に対する認証を行います。

DevOps システム/エンジニア

パイプラインと Web フックの作成

タスク 説明 必要なスキル

カスタムソースアクションを含
むパイプラインを作成します。

でパイプラインを作成します 
CodePipeline。ソースステージを
設定するときは、以前に作成し
たカスタムソースアクションを
選択します。AWS CodePipeline 
コンソールまたは AWS CLI で
実行できます。 CodePipeline カ
スタムアクションで設定した設
定プロパティの入力を求められ
ます。この情報は、ジョブワー

一般的な AWS
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タスク 説明 必要なスキル
カーがカスタムアクションの
ジョブを処理するために必要で
す。ウィザードに従って、パイ
プラインの次のステージを作成
します。

CodePipeline ウェブフックを作
成します。

カスタムソースアクションで作
成したパイプラインの Webhook 
を作成します。ウェブフック
を作成するには、AWS CLI 
または AWS CloudFormation 
(コンソールではない) を使用
する必要があります。AWS 
CLI で put-webhook コマン
ドを実行し、ウェブフック
オプションに適切な値を指
定します。コマンドが返す 
Webhook URL を書き留めてお
きます。AWS CloudFormation 
を使用してウェブフックを
作成する場合は、リソース
タイプを使用してください 
AWS::CodePipeline::Webhook。
必ず作成したリソースから
Webhook URLを出力し、書き留
めておいてください。

一般的な AWS
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

Lambda CodeBuild 関数とプロ
ジェクトを作成します。

このステップでは、Lambda 
CodePipeline を使用してカ
スタムアクションのジョブリ
クエストをポーリングし、 
CodePipelineジョブを実行し
てステータス結果をに返しま
す。 CodeBuild パイプライン
のカスタムソースアクション
ステージが「進行中」に移行し
たときに Amazon CloudWatch 
Events ルールによって開始さ
れる Lambda 関数を作成しま
す。Lambda 関数が開始される
と、ジョブをポーリングしてカ
スタムアクションジョブの詳細
を取得する必要があります。 
PollForJobs API を使用してこ
の情報を返すことができます。
ポーリングされたジョブ情報を
取得した後、Lambda 関数は確認
応答を返し、カスタムアクショ
ンの設定プロパティから取得し
たデータを使用して情報を処理
する必要があります。ワーカー
が Git リポジトリと通信する準備
ができたら、SSH クライアント
を使用して Git タスクを処理する
ほうが便利なので、 CodeBuild 
プロジェクトを開始できます。

一般的な AWS、コード開発者

でイベントを作成 CloudWatch

タスク 説明 必要なスキル

CloudWatch Events ルールを作
成します。

パイプラインのカスタムアク
ションステージが「進行中」
に移行するたびに Lambda 
CloudWatch 関数をターゲットと
して開始するイベントルールを
作成します。

一般的な AWS

関連リソース
でのカスタムアクションの作成 CodePipeline

• カスタムアクションの作成と追加 CodePipeline
• AWS::CodePipeline::CustomActionタイプリソース

認証を設定する

• AWS Secrets Manager によるシークレットの作成と管理
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AWS を使用して Terraform の設定を検証する CodePipeline

パイプラインとウェブフックの作成

• でパイプラインを作成 CodePipeline
• プットウェブフックコマンドリファレンス
• AWS::CodePipeline::Webhook 資源
• PollForJobs API リファレンス
• カスタムアクションの作成と追加 CodePipeline
• AWS でビルドプロジェクトを作成します。 CodeBuild

イベントの作成

• Amazon CloudWatch イベントを使用してパイプラインの状態の変化を検出して対応する

その他の参考資料

• でのパイプラインの操作 CodePipeline
• AWS Lambda 開発者ガイド

AWS を使用して Terraform 構成を検証するための 
CI/CD パイプラインを作成する CodePipeline

アロマル・ラージ・ジャヤラジャン (AWS) とビジェシュ・ビジャヤクマラン・ナイール (AWS) が作成

コードリポジトリ

• aws-codepipeline-terraform-
cicd-サンプル

環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS、AWS 
CodeBuild、AWS 
CodeCommit、Amazon 
S3、AWS Identity and Access 
Management CodePipeline

概要
このパターンは、AWS がデプロイした継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) のパイ
プラインを使用して HashiCorp Terraform の構成をテストする方法を示しています CodePipeline。

Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングおよび管
理するのに役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。このパターンで提供されるソ
リューションでは、5 CodePipeline つの段階を実行して Terraform 構成の整合性を検証するのに役立つ CI/
CD パイプラインを作成します。

1. “checkout”テスト中の Terraform 設定を AWS CodeCommit リポジトリから取得します。
2. “validate”tfsec、TFlint、チェックオフなどの infrastructure-as-cod (IaC) 検証ツールを実

行します。このステージでは、次の Terraform IaC 検証コマンドも実行されます:terraform 
validateとterraform fmt。
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3. “plan”Terraform 構成が適用された場合にインフラストラクチャにどのような変更が適用されるかを示
しています。

4. “apply”生成されたプランを使用して、テスト環境で必要なインフラストラクチャをプロビジョニング
します。

5. “destroy”“apply”ステージ中に作成されたテストインフラストラクチャを削除します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定
• Git、ローカルマシンにインストールおよび設定
• Terraform（ローカルマシンにインストールおよび設定）

機能制限

• このパターンのアプローチでは、AWS CodePipeline を 1 つの AWS アカウントと AWS リージョンのみ
にデプロイします。マルチアカウントおよびマルチリージョンデプロイには、設定の変更が必要です。

• このパターンでプロビジョニングされる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール 
(codepipeline_iam_role) は、最小権限の原則に従っています。この IAM ロールの権限は、パイプライン
で作成する必要がある特定のリソースに基づいて更新する必要があります。

製品バージョン

• AWS CLI バージョン 2.9.15 またはそれ以降
• Terraform バージョン 1.3.7 以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS CodePipeline
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS IAM
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Key Management Service (AWS KMS)
• Terraform

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、で Terraform 構成をテストするための CI/CD パイプラインのワークフローの例を示しています 
CodePipeline。

図表に示す内容は以下のワークフローです。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

1. では CodePipeline、AWS ユーザーが AWS CLIterraform apply でコマンドを実行して、Terraform 
プランで提案されたアクションを開始します。

2. AWS は、AWS CodePipeline KMS、Amazon S3 CodeCommit へのアクセスに必要なポリシーを含む 
IAM サービスロールを引き受けます。 CodeBuild

3. CodePipeline “checkout”パイプラインステージを実行して、テスト用に AWS CodeCommit リポジト
リから Terraform 設定を取得します。

4. CodePipeline “validate”ステージを実行して、IaC 検証ツールを実行し、 CodeBuild プロジェクトで 
Terraform IaC 検証コマンドを実行して Terraform 構成をテストします。

5. CodePipeline “plan”ステージを実行して、Terraform CodeBuild 構成に基づいてプロジェクト内のプラ
ンを作成します。AWS ユーザーは、変更がテスト環境に適用される前にこの計画を確認できます。

6. Code Pipeline は、 CodeBuild プロジェクトを使用してテスト環境に必要なインフラストラクチャをプ
ロビジョニングすることで、“apply”計画を実装する段階を実行します。

7. CodePipeline “destroy”ステージを実行すると CodeBuild 、“apply”ステージ中に作成されたテスト
インフラストラクチャが削除されます。

8. Amazon S3 バケットにはパイプラインアーティファクトが格納され、AWS KMS カスタマー管理キー
を使用して暗号化および復号化されます。

Tools
Tools

AWS サービス

• AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定し、
継続的にソフトウェア変更のリリースに必要なステップの自動化を支援します。

• AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテスト
の実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成に役立ちます。

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理しなくても、Git リポジトリをプライベートに
保存して管理できるようにするバージョン管理サービスです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されているかを制御し
て、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロールするのに役立ちます。

• AWS Key Management (AWS KMS) は、データを保護するのに役立つ暗号キーを作成および制御するの
に役立ちます。

• Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。任意
の量のデータを保存、保護、取得するのに役立ちます。

その他のサービス

• HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニ
ングおよび管理するのに役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。

Code

GitHub aws-codepipeline-terraform-cicdsamplesこのパターンのコードはリポジトリにあります。リポジト
リには、このパターンで概説されているターゲットアーキテクチャの作成に必要な Terraform 構成が含ま
れています。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
ソリューションコンポーネントのプロビジョニング

タスク 説明 必要なスキル

GitHub リポジトリをクローンし
ます。

ターミナルウィンドウで以
下のコマンドを実行して、 
GitHubaws-codepipeline-
terraform-cicdsamplesリポジトリ
をクローンします。

git clone https://
github.com/aws-samples/aws-
codepipeline-terraform-cicd-
samples.git

詳細については、 GitHub ドキュ
メントの「リポジトリのクロー
ン作成」を参照してください。

DevOps エンジニア

Terraform 変数定義ファイルを作
成します。

ユースケースの要件に基づい
て terraform.tfvars ファイルを
作成します。クローンされた
リポジトリにある examples/
terraform.tfvars ファイル内の変
数を更新できます。

詳細については、Terraform ド
キュメントの「ルートモジュー
ル変数への値の割り当て」を参
照してください。

注:リポジトリの README.md
ファイルには、必要な変数に
関する詳細情報が含まれていま
す。

DevOps エンジニア

AWS をテラフォームプロバイ
ダーとして設定します。

1. コードエディターで、クロー
ンしたリポジトリの main.tf
ファイルを開きます。

2. ターゲット AWS アカウント
への接続を確立するために必
要な設定を追加します。

詳細については、Terraform ド
キュメントの「AWS プロバイ
ダー」を参照してください。

DevOps エンジニア

Amazon S3 レプリケーショ
ンバケットを作成するための 
Terraform プロバイダー設定を更
新します。

1. 以下のコマンドを実行して、
リポジトリの S3 ディレクト
リを開きます。

cd ./modules/s3

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
2. tf ファイルのリージョン値を

更新して、Amazon S3 レプ
リケーションバケットを作成
するための Terraform プロバ
イダー設定を更新します。必
ず、Amazon S3 がオブジェ
クトをレプリケートするリー
ジョンを入力してください。

3. (オプション) デフォルトで
は、Terraform は状態管理に
ローカルの状態ファイルを使
用します。リモートバックエ
ンドとして Amazon S3 を追加
する場合は、Terraform の設定
を更新する必要があります。
詳細については、Terraform ド
キュメントの「バックエンド
設定」を参照してください。

注:レプリケーションは、Amazon 
S3 バケット間でオブジェクトを
自動的に非同期コピーします。

Terraform の構成を初期化しま
す。

Terraform 設定ファイルを含む作
業ディレクトリを初期化するに
は、クローンしたリポジトリの
ルートフォルダーで以下のコマ
ンドを実行します。

terraform init

DevOps エンジニア

Terraform プランを作成します。 Terraform プランを作成するに
は、クローンしたリポジトリの
ルートフォルダーで以下のコマ
ンドを実行します。

terraform plan --var-
file=terraform.tfvars -
out=tfplan

注:Terraform は構成ファイルを評
価して、宣言されたリソースの
ターゲット状態を決定します。
次に、ターゲットの状態を現在
の状態と比較し、計画を作成し
ます。

DevOps エンジニア

Terraform プランを確認してくだ
さい。

Terraform プランを確認して、
ターゲット AWS アカウントに必
要なアーキテクチャが設定され
ていることを確認します。

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ソリューションをデプロイしま
す。

1. Terraform プランを適用するに
は、クローンしたリポジトリ
のルートフォルダーで以下の
コマンドを実行します。

terraform apply "tfplan"

2. yesと入力して、リソースデ
プロイを確定します。

注:Terraform は、構成ファイルで
宣言されている目標状態を達成
するために、インフラストラク
チャを作成、更新、または破棄
します。

DevOps エンジニア

パイプラインを実行して Terraform 構成を検証します

タスク 説明 必要なスキル

ソースコードリポジトリを設定
します。

1. Terraform の出力から、検証す
る Terraform 設定を含むリポ
ジトリのソースリポジトリの
詳細を取得します。

2. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインします。次
に、CodeCommit コンソール
を開きます。

3. ソースリポジトリに main とい
う名前の新しいブランチを作
成します。手順については、 
CodeCommit ドキュメントの
「AWS CodeCommit でのブラ
ンチの作成」を参照してくだ
さい。

4. ソースリポジトリのメイン
ブランチをローカルワーク
ステーションにクローンし
ます。手順については、 
CodeCommit ドキュメントの
「AWS CLI 認証情報ヘルパー
を使用した、Windows 上の 
AWS CodeCommit リポジト
リへの HTTPS 接続のセット
アップ手順」を参照してくだ
さい。

5. 以下のコマンドを実行して、
GitHubaws-codepipeline-
terraform-cicdsamplesリポジ
トリからテンプレートフォル
ダーをコピーします。

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

cp -r templates 
 $YOUR_CODECOMMIT_REPO_ROOT

注:テンプレートフォルダーに
は、ソースリポジトリのルー
トディレクトリのビルド仕様
ファイルと検証スクリプトが
含まれています。

6. 必要な Terraform IaC 構成を
ソースリポジトリのルート
フォルダーに追加します。

7. リモートバックエンドの詳細
をプロジェクトの Terraform 
設定に追加します。詳細につ
いては、Terraform ドキュメン
トの「S3」を参照してくださ
い。

8. [オプション] テンプレート
フォルダ内の変数を更新し
て、設定済みのスキャンを有
効または無効にしたり、ツー
ルバージョンを変更したり、
カスタムスクリプトファイル
内のディレクトリを指定した
りします。詳細については、
このパターンの「追加情報」
セクションを参照してくださ
い。

9. 変更をソースリポジトリのメ
インブランチにプッシュしま
す。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

パイプラインのステージを検証
します。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CodePipeline コンソー
ルを開きます。

2. 前の Epicterraform apply 
"tfplan" セクションのコ
マンドから生成された出力
で、CodePipeline生成された
コマンドの名前を探してくだ
さい。

3. CodePipeline コンソールでパ
イプラインを開き、[変更をリ
リース] を選択します。

4. パイプラインの各段階を確認
して、期待どおりに機能して
いることを確認します。

詳細については、AWS 
CodePipeline ユーザーガイドの
「パイプラインの詳細と履歴を
表示する (コンソール)」を参照し
てください。

重要:変更がソースリポジトリの
メインブランチにコミットされ
ると、テストパイプラインは自
動的にアクティブ化されます。

DevOps エンジニア

レポートの出力を確認します。 1. CodePipeline コンソールの
左側のナビゲーションペイン
で、[Build] を選択します。次
に、[レポート履歴] を選択し
ます。

2. パイプラインが生成する tfsec 
および checkov スキャンレ
ポートを確認します。これら
のレポートは、視覚化やグラ
フィカルな表現を通じて問題
を特定するのに役立ちます。

注:-validate CodeBuild 
<project_name>プロジェクト
は、“validate”ステージ中に
コードの脆弱性レポートを生成
します。

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
トラブルシューティング

リソースのクリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

パイプラインと関連リソースを
クリーンアップします。

AWS アカウントからテストリ
ソースを削除するには、クロー
ンしたリポジトリのルートフォ
ルダで以下のコマンドを実行し
ます。

terraform destroy --var-
file=terraform.tfvars

DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題 解決策

AccessDenied “apply”ステージ中にエラーが表示
されます。

1. CodeBuild “apply”ステージに関連するプロ
ジェクトの実行ログを確認して、不足している 
IAM 権限がないかどうかを確認します。詳細
については、AWS  CodeBuild ユーザーガイド
の「AWS CodeBuild でのビルドの詳細の表示」
を参照してください。

2. コードエディターで、クローンしたリポジトリ
の modules フォルダーを開きます。次に、iam-
role フォルダーに移動し、そのフォルダーにあ
る main.tf ファイルを開きます。

3. codepipeline_policy ステートメントに、AWS ア
カウントのリソースをプロビジョニングするた
めに必要な IAM ポリシーを追加します。

関連リソース
• モジュールブロック (Terraform ドキュメンテーション)
• CI/CD を使用して Terraform で AWS セキュリティサービスをデプロイおよび設定する方法 (AWS ブロ

グ)
• サービスにリンクされたロールの使用 (IAM ユーザーガイド)
• パイプラインの作成 (AWS CLI コマンドリファレンス)
• Amazon S3 に保存されているアーティファクトのサーバー側の暗号化の設定 CodePipeline (AWS 

CodePipeline ユーザーガイド)
• AWS のクォータ CodeBuild (AWS CodeBuild ユーザーガイド)
• AWS のデータ保護 CodePipeline (AWS CodePipeline  ユーザーガイド)

追加情報
カスタムテラフォームモジュール

以下は、このパターンで使用されるカスタム Terraform モジュールのリストです。

914

https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/view-build-details.html
https://developer.hashicorp.com/terraform/language/modules/syntax
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-use-ci-cd-deploy-configure-aws-security-services-terraform/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/codepipeline/create-pipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/S3-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/limits.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/data-protection.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• codebuild_terraform は、 CodeBuild パイプラインの各ステージを形成するプロジェクトを作成します。
• codecommit_infrastructure_source_repo CodeCommit はソースリポジトリをキャプチャして作成しま

す。
• codepipeline_iam_role は、パイプラインに必要な IAM ロールを作成します。
• codepipeline_kms は、Amazon S3 オブジェクトの暗号化と復号化に必要な AWS KMS キーを作成しま

す。
• codepipeline_terraform は、 CodeCommit ソースリポジトリのテストパイプラインを作成します。
• s3_artifacts_bucket は、パイプラインアーティファクトを管理するための Amazon S3 バケットを作成し

ます。

ビルド仕様ファイル

以下は、このパターンが各パイプラインステージを実行するために使用するビルド仕様 (buildspec) ファイ
ルのリストです。

• buildspec_validate.yml“validate” はステージを実行します。
• buildspec_plan.yml“plan” はステージを実行します。
• buildspec_apply.yml“apply” はステージを実行します。
• buildspec_destroy.yml“destroy” はステージを実行します。

ビルド仕様ファイル変数

各 buildspec ファイルは次の変数を使用して、さまざまなビルド固有の設定を有効にします。

変数 デフォルト値 説明

SRC_DIR "." CodeCommit ソースディレクト
リを定義します

TF 「1.3.7」 ビルド環境の Terraform バージョ
ンを定義します

buildspec_validate.yml ファイルでは、さまざまなビルド固有の設定を有効にするための以下の変数もサ
ポートしています。

変数 デフォルト値 説明

SCRIPT_DIR 「。 /テンプレート/スクリプト」 スクリプトディレクトリを定義
します

環境 「デベロッパー」 環境名を定義します

スキップ検証失敗 「Y」 失敗した場合は検証をスキップ
します

TFVALIDATE 「Y」 Terraform の検証を有効にします 

TF 形式の有効化 「Y」 Terraform フォーマットをアク
ティブにします

TFCHECKOV 「Y」 チェックオフスキャンを有効に
します
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その他のパターン

TFSEC 「Y」 TfSセキュリティスキャンを起動
します

TFSEC 「v1.28.1" tfsec バージョンを定義します

その他のパターン
• AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用して Amazon EKS でコンテナアプリケーションにプ

ライベートにアクセスする (p. 208)
• ある AWS アカウントの AWS CodeCommit リポジトリを別のアカウントの SageMaker Studio に関連付

ける (p. 1084)
• AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化す

る (p. 1153)
• AWS Batch を使用して Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスのバックアップを自動化す

る (p. 218)
• aws-nuke を使用して AWS リソースの削除を自動化する (p. 1156)
• AWS SAM を使用してネストされたアプリケーションのデプロイを自動化する (p. 2109)
• CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS でのノード終了ハンドラーのデプロイを自動化す

る (p. 226)
• Amazon MQ の RabbitMQ 設定を自動化する (p. 1224)
• AWS を使用して AppStream 2.0 リソースの作成を自動化 CloudFormation (p. 918)
• CI/CD パイプラインを使用して Java アプリケーションを自動的にビルドして Amazon EKS にデプロイ

する (p. 236)
• IAM アクセスアナライザーと AWS CloudFormation マクロを使用して CodePipeline、IAM ポリシーと

ロールを AWS アカウントに自動的に検証してデプロイします。 (p. 2393)
• AWS クラウド上の Stromasys Charon-SSP エミュレータで Sun SPARC サーバーをバックアップしま

す。 (p. 2674)
• AWS DataOps 開発キットを使用して Google アナリティクスのデータを取り込み、変換、分析するため

のデータパイプラインを構築する (p. 434)
• Amazon EC2 Auto Scaling とSystems Manager を使用して Micro Focus エンタープライズサーバー 

PAC を構築 (p. 2044)
• EC2 Image Builder と Terraform を使用して、強化されたコンテナイメージのパイプラインを構

築 (p. 2408)
• サーバーレスアプローチで AWS のサービスを連結 (p. 2644)
• AWS Step Functions SageMaker のモデルトレーニング用にカスタム Docker コンテナイメージを作成

し、それを使用する (p. 1095)
• AWS をサポートしていない AWS リージョンにパイプラインを作成する CodePipeline (p. 978)
• Amazon CloudWatch 異常検知を使用してカスタムメトリックスのアラームを作成する (p. 1182)
• インフラストラクチャをコードとして使用して、サーバーレスデータレイクを AWS クラウドにデプロ

イして管理します。 (p. 449)
• Amazon EKS と Amazon S3 の Helm チャートリポジトリを使用して Kubernetes リソースとパッケージ

をデプロイします。 (p. 273)
• AWS CDK を使用して複数スタックのアプリケーションをデプロイし、 TypeScript (p. 2102)
• Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティ自動化をデプロイする (p. 2457)
• AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon GuardDuty を条件付きで有効にする (p. 2468)
• Amazon Personalize を使用して、パーソナライズおよび再ランク付けされたレコメンデーションを生成

する (p. 1112)
• AWS KMS キーのキー状態が変更されたときに Amazon SNS 通知を受け取る (p. 991)
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その他のパターン

• AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、および DevOps OU にわたる Amazon 
Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。 (p. 1189)

• Kubernetes を使用して Amazon EKS ワーカーノードに SSM エージェントをインストールします 
DaemonSet (p. 340)

• Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS メインフレームモダナイゼーションの統合 (p. 2149)
• メインフレームのモダナイゼーション: DevOps マイクロフォーカスを利用したAWSで (p. 995)
• AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere をセットアップして、オンプレミスのコンテナアプリ

ケーションを管理します (p. 2169)
• DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホストゾーンに一括移行する (p. 2282)
• AWS SageMaker 開発者ツールを使用して ML ビルド、トレーニング、デプロイのワークロードを 

Amazon に移行 (p. 1648)
• AWS App2Container で生成された Docker イメージを最適化 (p. 348)
• AWS Step Functions を使用して検証、変換、パーティショニングを使用して ETL パイプラインをオー

ケストレーションします (p. 96)
• 非ワークロードサブネットのマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節

約 (p. 1007)
• フィルター処理された Amazon ECR コンテナイメージをアカウントまたはリージョン間で複製す

る (p. 365)
• コンテナを再起動せずにデータベースの認証情報を更新する (p. 376)
• AWS Step Functions から AWS Systems Manager の自動化タスクを同期的に実行する (p. 2637)
• AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere でハイブリッドワークロード用の CI/CD パイプラインを

セットアップし、 GitLab (p. 950)
• C# と AWS CDK を使用したサイロモデルの SaaS アーキテクチャでのテナントオンボーディン

グ (p. 2212)
• Terraform GuardDuty を使用して組織の Amazon を自動的に有効化する (p. 2594)
• Account Factory for Terraform (AFT) をローカルで検証 (p. 1054)
• Flask と AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化する (p. 1139)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS を使用して AppStream 2.0 リ
ソースを作成する CloudFormation

エンドユーザーコンピューティング
トピック

• AWS を使用して AppStream 2.0 リソースの作成を自動化 CloudFormation (p. 918)
• その他のパターン (p. 922)

AWS を使用して AppStream 2.0 リソースの作成を
自動化 CloudFormation

作成者:ラム・カンダスワミー (AWS) とズン・グエン (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: エンドユーザー
コンピューティング、クラウド
ネイティブ、 DevOpsコスト管
理、SaaS

ワークロード: Microsoft

AWS サービス: アマゾ
ン AppStream 2.0; AWS 
CloudFormation

概要
このパターンは、AWS CloudFormation テンプレートを使用してAmazon Web Services (AWS) クラウド
内の Amazon AppStream 2.0 リソースの作成を自動化するコードサンプルと手順を示しています。このパ
ターンは、AWS CloudFormation スタックを使用して、イメージビルダー、イメージ、フリートインスタ
ンス、スタックなどの AppStream 2.0 アプリケーションリソースの作成を自動化する方法を示していま
す。デスクトップ配信モードまたはアプリケーション配信モードを使用して、HTML5 準拠のブラウザで 
AppStream 2.0 アプリケーションをエンドユーザーにストリーミングできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AppStream 2.0の利用規約への同意
• スタック、フリート、 AppStream イメージビルダーなどのリソースに関する基本的な知識

機能制限

• AppStream 2.0 インスタンスに関連付けられた AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、
インスタンスが作成されてからの Identity and Access Management (IAM) ロールを変更することはでき
ません。
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アーキテクチャ

• イメージビルダーの作成後は、 AppStream 2.0 Image Builder インスタンスのプロパティ (サブネットや
セキュリティグループなど) を変更することはできません。

アーキテクチャ
次の図は、AWS CloudFormation テンプレートを使用して AppStream 2.0 リソースの作成を自動化する方
法を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. このパターンの「追加情報」セクションにある YAML コードに基づいて AWS CloudFormation テンプ
レートを作成します。

2. AWS CloudFormation テンプレートは AWS CloudFormation テストスタックを作成します。
a. (オプション) Image Builder インスタンスは AppStream 2.0 を使用して作成します。
b. (オプション) カスタムソフトウェアを使用して Windows イメージを作成します。

3. AWS CloudFormation スタックは AppStream 2.0 フリートインスタンスとスタックを作成します。
4. AppStream 2.0 リソースは HTML5 準拠のブラウザでエンドユーザーにデプロイします。

テクノロジースタック

• アマゾン AppStream 2.0
• AWS CloudFormation

Tools
• Amazon AppStream 2.0 — Amazon AppStream 2.0 は、デスクトップアプリケーションに即座にアクセ

スできるようにする、完全マネージド型のアプリケーションストリーミングサービスです。 AppStream 
2.0 は、アプリケーションをホストして実行するために必要な AWS リソースを管理し、自動的にスケー
リングを行うとともに、ユーザーにオンデマンドでアクセスを提供します。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し
たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わ
りに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起
動および構成できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにわたってスタックを管理および
プロビジョニングできます。

エピック
(オプション) AppStream 2.0 イメージの作成

タスク 説明 必要なスキル

カスタムソフトウェアをインス
トールし、イメージを作成しま
す。

1. ユーザーにデプロイする予定
の AppStream 2.0 アプリケー
ションをインストールしま
す。

2. Photon PowerShell createイ
メージエージェントまたは
スクリプトを使用して、カス

AWS DevOps、クラウドアーキ
テクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
タムソフトウェア用の新しい
Windowsイメージを作成しま
す。 

[Note:] (メモ:) Windows 
AppLocker 機能を使用してイ
メージをさらにロックダウンす
ることを検討してください。

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トを更新します。

1. このパターンの追加情報セク
ションにあるコードを YAML 
ファイルとして保存します。

2. 環境内のパラメータに必要な
値を使用して YAML ファイル
を更新します。

AWS システム管理者、クラウ
ド管理者、クラウドアーキテク
ト、一般 AWS、AWS 管理者

テンプレートを使用して AWS 
CloudFormation スタックを作成
します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS コン
ソール (AWS CloudFormation 
コンソール) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、
[Stacks] (スタック) を選択し
ます。

3. [スタックの作成] を選択
し、[With new resources 
(standard) 新しいリソースを
使用 (標準)] を選択します。

4. 「前提条件 — テンプレートの
準備」セクションで、「テン
プレートは準備完了」を選択
します。

5. [テンプレートの指定] セク
ションで、[テンプレートファ
イルのアップロード] を選択し
ます。

6. [ファイルを選択] を選
択し、更新した AWS 
CloudFormation テンプレート
を選択します。

7. ウィザードの残りの手順を完
了し、スタックを作成しま
す。

アプリケーションオー
ナー、AWS システム管理
者、Windows エンジニア

関連リソース
リファレンス:

920

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


AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• アマゾン AppStream 2.0 を使ってみよう: サンプルアプリケーションのセットアップ
• AppStream 2.0 フリートとスタックを作成する

チュートリアルとビデオ

• Amazon AppStream 2.0 ユーザーワークフロー
• 従来の Windows フォームアプリケーションを Amazon AppStream 2.0 に移行する方法
• AWS re: Invent 2018: Amazon AppStream 2.0 (BAP201) によるデスクトップアプリケーションの安全な

配信

追加情報
次のコードは、 AppStream 2.0 リソースを自動的に作成できる AWS CloudFormation テンプレートの例で
す。

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters: 
  SubnetIds: 
    Type: 'List<AWS::EC2::Subnet::Id>' 
  testSecurityGroup: 
    Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup::Id' 
  ImageName: 
    Type: String
Resources: 
   
  AppStreamFleet: 
    Type: 'AWS::AppStream::Fleet' 
    Properties: 
      ComputeCapacity: 
        DesiredInstances: 5 
      InstanceType: stream.standard.medium 
      Name: appstream-test-fleet 
      DisconnectTimeoutInSeconds: 1200 
      FleetType: ON_DEMAND 
      IdleDisconnectTimeoutInSeconds: 1200 
      ImageName: !Ref ImageName 
      MaxUserDurationInSeconds: 345600 
      VpcConfig: 
        SecurityGroupIds: 
          - !Ref testSecurityGroup 
        SubnetIds: !Ref SubnetIds 
  AppStreamStack: 
    Type: 'AWS::AppStream::Stack' 
    Properties: 
      Description: AppStream stack for test 
      DisplayName: AppStream test Stack 
      Name: appstream-test-stack 
      StorageConnectors: 
        - ConnectorType: HOMEFOLDERS 
      UserSettings: 
        - Action: CLIPBOARD_COPY_FROM_LOCAL_DEVICE 
          Permission: ENABLED 
        - Action: CLIPBOARD_COPY_TO_LOCAL_DEVICE 
          Permission: ENABLED 
        - Action: FILE_DOWNLOAD 
          Permission: ENABLED 
        - Action: PRINTING_TO_LOCAL_DEVICE 
          Permission: ENABLED 
  AppStreamFleetAssociation: 
    Type: 'AWS::AppStream::StackFleetAssociation' 
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その他のパターン

    Properties: 
      FleetName: appstream-test-fleet 
      StackName: appstream-test-stack 
    DependsOn: 
      - AppStreamFleet 
      - AppStreamStack

その他のパターン
• Session Manager を使用した Amazon EC2 インスタンスへのConnect (p. 974)
• Amazon Connect コンタクトセンターのエージェントワークステーションの通話品質を向上 (p. 1229)
• AWS Step Functions から AWS Systems Manager の自動化タスクを同期的に実行する (p. 2637)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
NICE DCV を使用してauto スケー

リング VDI をセットアップする

高性能なコンピューティング
トピック

• NICE と EnginFrame NICE DCV セッションマネージャーを使用して、auto スケーリング仮想デスク
トップインフラストラクチャ (VDI) をセットアップします。 (p. 923)

NICE と EnginFrame NICE DCV セッションマネー
ジャーを使用して、auto スケーリング仮想デスク
トップインフラストラクチャ (VDI) をセットアップ
します。

ダリオ・ラ・ポルタとサルバトーレ・マカローネ (AWS) が作成

code repository:

• elastic-vdi-infrastructure

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:ハイパフォーマン
スコンピューティング、インフ
ラストラクチャ

AWS サービス:AWS CDK、AWS 
CloudFormation、Amazon EC2 
Auto Scaling、Elastic Load 
Balancing (ELB)

概要
NICE DCV は、高性能なリモートディスプレイプロトコルで、さまざまなネットワーク条件でリモートデ
スクトップやアプリケーションストリーミングを、クラウドやデータセンターからあらゆるデバイスへス
トリーミングできます。NICE DCV と Amazon Elastic Cloud (Amazon EC2) を使用すると、グラフィック
スを多用するアプリケーションを EC2 インスタンス上でリモートで実行し、そのユーザーインターフェ
イスをよりシンプルなリモートクライアントマシンにストリーミングできます。これにより、高価な専用
ワークステーションを用意したり、クラウドとクライアントマシン間で大量のデータを転送したりする必
要がなくなります。

このパターンにより、Web ベースのユーザーインターフェイスからアクセス可能な、フル機能のauto ス
ケーリング機能を備えた Linux および Windows 仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) がセット
アップされます。VDIソリューションにより、研究開発（R&D）ユーザーは、グラフィックスを多用する
分析リクエストを送信したり、結果をリモートで確認したりするための、アクセスしやすく高性能なユー
ザーインターフェイスを提供します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
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アーキテクチャ

• 管理者権限とアクセスキーのセット。
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ツールキット、インストールおよび設定 詳細については、

「AWS CDK のインストール」を参照してください。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)。お客様の AWS アカウント用にインストールおよび設定され

ています。詳細については、「AWS CLI の最新バージョンをインストールまたは更新する」 を参照し
てください。

• Python、インストールおよび設定済み 詳細については、ソースリリース (Python Web サイト) を参照し
てください。

• 1 つ以上のVirtual Cloud (VPC) を使用できます。
• 2 つ以上の Elastic IP アドレスを使用できます。デフォルト制限の詳細については、「Elastic IP アドレ

ス制限」を参照してください。
• Linux EC2 インスタンスでは、Secure Shell (SSH) key pair を設定します。詳細については、「キーペア

と Linux インスタンス」を参照してください。

製品バージョン

• AWS CDK バージョン 2.26.0 またはそれ以降
• Python、バージョン 3.8 以降

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

次の図は、この VDI ソリューションのさまざまなコンポーネントを示します。ユーザーは NICE 
EnginFrame とやり取りして、Windows および Linux の NICE DCV インスタンスの Amazon EC2 Auto 
Scaling グループに従って Amazon EC2 インスタンスを起動します。

自動化とスケーリング

このパターンに含まれるコードは、カスタム VPC、パブリックサブネットとプライベートサブネット、
インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェイ、Application Load Balancer、セキュリティグルー
プ、IAM ポリシーを作成します。AWS CloudFormation は、Linux と Windows の NICE DCV サーバー群の
作成にも使用されています。

Tools
AWS サービス

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

• AWS CloudFormation は、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫性のあるプロビジョニングを
行い、AWS アカウントとリージョンにわたるライフサイクル全体にわたる管理を支援します。

• NICE DCV は、高性能なリモートディスプレイプロトコルで、さまざまなネットワーク条件でリモート
デスクトップやアプリケーションストリーミングを、クラウドやデータセンターからあらゆるデバイス
へ配信できます。このパターンでは、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 3D グラフィック
スをリモートでストリーミングすることで、帯域幅効率の高いエクスペリエンスを実現します。

• NICE DCV セッションマネージャーを使用すると、複数の NICE DCV サーバー全体で NICE DCV セッ
ションのライフサイクルを管理できます。

• NICE EnginFrame は、クラウド内の技術および科学アプリケーションにアクセスするための高度なフロ
ントエンド Web インターフェイスです。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

コードリポジトリ

このパターンのコードは、NICE  EnginFrame および NICE DCV セッションマネージャーリポジトリを使
用した Auto Scaling VDI ソリューションにあります。

叙事詩
仮想デスクトップインフラストラクチャを導入

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリをクローンします。 コードを含むリポジトリのク
ローンを作成します。

git clone https://
github.com/aws-
samples/elastic-vdi-
infrastructure.git

クラウドアーキテクト

必要な AWS CDK ライブラリを
インストールします。

AWS CDK ライブラリをインス
トールします。

cd elastic-vdi-
infrastructure
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip3 install -r 
 requirements.txt

クラウドアーキテクト

パラメータを更新します。 1. 任意のテキストエディターで
app.py ファイルを開きます。

2. CHANGE_ME以下の必須パラ
メータの値を置き換えてくだ
さい。
• region— ターゲット AWS 

リージョン。完全なリスト
については、「AWS リー
ジョン」を参照してくださ
い。

• account— ターゲット 
AWS アカウントの ID。詳
細については、「AWS アカ
ウント ID の検索」を参照し
てください。

• key_name— Linux EC2 イ
ンスタンスへのアクセスに
使用されるkey pair。

3. (オプション) 以下のパラメー
タの値を変更して、環境に合
わせてソリューションをカス
タマイズします。
• ec2_type_enginframe— 

EnginFrame インスタンスタ
イプ

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• ec2_type_broker— セッ

ションマネージャーブロー
カーのインスタンスタイプ

• ebs_enginframe_size— 
EnginFrame インスタンスの 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリューム
のサイズ

• ebs_broker_size— セッ
ションマネージャーブロー
カーインスタンスの EBS ボ
リュームのサイズ

• TagName and 
TagValue— リソースの請
求タグ

• efadmin_uid— 
EnginFrame 管理者 
(efadmin) ユーザーの固有の
識別子

• linux_shared_storage_size— 
OpenZFS サイズ (ギビバイ
ト (ギガバイト単位) (GiB))

• Shared_Storage_Linux— 
共有ストレージのマウント
ポイント

• Enginframe_installer— 
のダウンロードリンク 
EnginFrame

• Session_Manager_Broker_Installer— 
セッションマネージャーブ
ローカーのダウンロードリ
ンク

4. app.py ファイルを保存して閉
じます。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ソリューションをデプロイしま
す。

以下のコマンドを順番に実行し
ます。

cdk bootstrap
cdk deploy Assets-Stack 
 Parameters-Stack
cdk deploy Elastic-Vdi-
Infrastructure

デプロイが完了すると、次の 2 
つの出力が返されます。

• Elastic-Vdi-
Infrastructure.EnginFrameURL— 
EnginFrame ポータルの 
HTTPS アドレス

• Elastic-Vdi-
InfrastruSecretEFadminPassword—
efadmin ユーザーのパスワード
を含むシークレットの Amazon 
リソースネーム (ARN)

これらの値をメモしておきま
す。これらはこのパターンで後
で使用します。

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

多数の Linux サーバーをデプロイ
します。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

2. [スタックの作成] を選択し、
[新しいリソースを使用] を選
択します。

3. クラウドフォーメーション
ファイルフォルダーで、dcv-
linux-fleet.yaml ファイルを選
択します。

4. [スタックの詳細を指定] ペー
ジで、次のパラメータを定義
します。
• スタック名 — スタックの名

前。
• DcvFleet— NICE DCV 艦

隊の名前。この値を空白の
ままにしたり、スペースを
使用したりしないでくださ
い。

• InstanceType— フリートの
インスタンスタイプ。

• RootVolumeSize— Linux 
EC2 インスタンスのルート
ボリュームサイズ。

• MinSize— 使用可能で DCV 
セッションを実行していな
い必要のあるノードの最
小数。たとえば、と入力す
ると2、ソリューションは
2ノードから始まります。
ユーザーがセッションを作
成すると、使用可能なノー
ド数はに減少し1、ソリュー
ションは最小限を維持する
ために別のノードを作成し
ます。

• MaxSize— フリート内の
最大ノード数。最大数に達
すると、ユーザーは新しい
セッションを開始できませ
ん。

• BillingTagName— 請求に使
用されるタグ名。このタグ
名は Windows スタックに使
用されているものとは異な
る必要があります。

• BillingTagValue— 請求に使
用されるタグ値。

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
5. スタック作成ウィザードを完

了し、[Submit] を選択してス
タックの作成を開始します。

Windows サーバー群をデプロイ
します。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

2. [スタックの作成] を選択し、
[新しいリソースを使用] を選
択します。

3. クラウドフォーメーション
ファイルフォルダーで、dcv-
windows-fleet.yaml ファイルを
選択します。

4. [スタックの詳細を指定] ペー
ジで、次のパラメータを定義
します。
• スタック名 — スタックの名

前。
• DcvFleet— NICE DCV 艦

隊の名前。この値を空白の
ままにしたり、スペースを
使用したりしないでくださ
い。

• InstanceType— フリートの
インスタンスタイプ。

• RootVolumeSize— 
Windows EC2 インスタン
スのルートボリュームサイ
ズ。

• MinSize— 使用可能で DCV 
セッションを実行していな
い必要のあるノードの最小
数。

• MaxSize— フリート内の最
大ノード数。

• BillingTagName— 請求に使
用されるタグ名。このタグ
名は Linux スタックで使用
されているものとは異なる
必要があります。

• BillingTagValue— 請求に使
用されるタグ値。

5. スタック作成ウィザードを完
了し、[Submit] を選択してス
タックの作成を開始します。

クラウドアーキテクト
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叙事詩

デプロイされた環境にアクセスする

タスク 説明 必要なスキル

EnginFrame 管理者パスワードを
取得します。

EnginFrame 管理アカウントの
名前は efadmin で、パスワード
は AWS Secrets Manager にシー
クレットとして保存されます。
シークレットの ARN は動的に生
成され、AWS CDK デプロイの出
力に表示されます。

1. 前のエピックの「Deploy the 
solution」Elastic-Vdi-
Infrastructure.SecretEFadminPassword
ストーリーのアウトプットの
下に、生成されたシークレッ
トの ARN が表示されていまし
た。

2. シークレットを取得するに
は、次のいずれかを実行しま
す。
• Secrets Manager コンソー

ルを使用してください。詳
細については、シークレッ
トの取得を参照してくださ
い。

• get-secret-value  コマンドを
入力します。

aws secretsmanager get-
secret-value \ 
   --secret-id 
 <secret_arn> \ 
   --query SecretString 
 \ 
   --output text

クラウドアーキテクト

EnginFrame ポータルにアクセス
します。

1. 前のエピックのDeploy 
the Solution ストーリー
では、Elastic-Vdi-
Infrastructure.EnginFrameURL
EnginFrame 出力の下にポータ
ルの HTTPS アドレスを表示
していました。

2. ウェブブラウザで、ポータル
の HTTPS アドレスを入力し
ます。

3. efadmin ユーザーの認証情報
を入力します。

クラウドアーキテクト

Windows セッションを開始しま
す。

1. EnginFrame ポータルのメ
ニューで、「Windows デスク
トップ」を選択します。

クラウドアーキテクト
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
2. Windows 管理者としてサイ

ンインするよう求められた
ら、efadmin ユーザーと同じ
パスワードを入力します。

3. Windows セッションが正常に
開始することを確認します。

Linux セッションを開始します。 1. EnginFrame ポータルのメ
ニューで、[Linux デスクトッ
プ] を選択します。

2. サインインするように求めら
れたら、efadmin ユーザーの
認証情報を入力します。

3. Linux セッションが正常に開始
することを確認します。

クラウドアーキテクト

クリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

スタックを削除します。 AWS CloudFormation コンソール
で、Windows および Linux サー
バーフリートのスタックを削除
します。詳細については、「ス
タックの削除」を参照してくだ
さい。

クラウドアーキテクト

インフラストラクチャーを削除
します。

次の AWS CDK コマンドを使用
して、デプロイされたインフラ
ストラクチャを削除します。

cdk destroy --all

クラウドアーキテクト

トラブルシューティング

問題 解決策

展開が中断されたため、展開は完了しませんでし
た。

クリーンアップエピックの指示に従い、このパ
ターンを繰り返して環境を再デプロイしてくださ
い。

関連リソース
• NICE DCV
• いいね EnginFrame
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 上の VMware クラウドへの
データセンターの拡張を設定する

ハイブリッドクラウド
トピック

• ハイブリッドリンクモードを使用してデータセンターを VMware Cloud on AWS に拡張するように設
定する (p. 932)

• AWS 上の VMware クラウド上に仮想マシンをプロビジョニングするように VMware vRealize 
Automation を設定する (p. 935)

• AWS 上の VMware クラウドを使用して VMware SDDC を AWS にデプロイする (p. 942)
• HCX OS アシストマイグレーションを使用して、仮想マシンVMware Cloud on AWS に移行す

る (p. 947)
• AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere でハイブリッドワークロード用の CI/CD パイプライン

をセットアップし、 GitLab (p. 950)
• その他のパターン (p. 963)

ハイブリッドリンクモードを使用してデータセン
ターを VMware Cloud on AWS に拡張するように設
定する

作成者:ディーパック・クマー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: ハイブリッドクラ
ウド、インフラストラクチャ、
移行

ワークロード: その他のその他の
その他のその他のその他のその
他のすべてのワークロード

AWS サービス: AWS Direct 
Connect

概要
このパターンは、ハイブリッドリンクモードを使用して、単一の VMware vSphere Client インターフェイ
スを使用して、オンプレミスデータセンターと VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データセンター
（SDDC）のインベントリを表示および管理する方法を示しています。 

ハイブリッドリンクモードを設定することで、オンプレミス仮想マシン (VM) とアプリケーションをクラ
ウド SDDC に移行できます。ITチームは、使い慣れたVMwareツールを使用して、新しいツールを必要と
せずにクラウドベースのリソースを管理できます。また、VMware Cloud Gateway アプライアンスを使用
することで、一貫性のある運用とシンプルな管理を実現できます。 

このパターンでは、ハイブリッドリンクモードの設定に 2 つのオプションがありますが、一度に使用でき
るオプションは 1 つだけです。最初のオプションでは、Cloud Gateway アプライアンスをインストール
し、それを使用してオンプレミスの vCenter Server からクラウド SDDC にリンクします。2 番目のオプ
ションでは、クラウド SDDC からハイブリッドリンクモードを設定します。 

前提条件と制限
前提条件 (両方のオプション)
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アーキテクチャ

• 既存のオンプレミスデータセンターとクラウド SDDC
• オンプレミスデータセンターとクラウド SDDC 間の既存の接続。AWS Direct Connect、VPN、あるいは

その両方を使用します。 
• オンプレミスのデータセンターとクラウド SDDC は、ネットワークタイムプロトコル (NTP) または別の

信頼できるタイムソースと同期しています。
• オンプレミスデータセンターとクラウド SDDC 間の往復時間の最大遅延は 100 ミリ秒を超えません。
• オンプレミス環境にアクセスできるクラウド管理者。
• vCenter Server の完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、プライベート IP アドレスに変換する必要がありま

す。

オプション 1 の前提条件

• オンプレミス環境は vSphere 6.5.0d 以降で実行する必要があります。 
• クラウドゲートウェイアプライアンスと vCenter Server は、AWS Direct Connect、VPN、またはその両

方を介して通信できます。
• Cloud Gateway アプライアンスはハードウェア要件を満たしています。
• ファイアウォールポートは開いています。

オプション 2 の前提条件

• オンプレミスの vCenter Server は、vSphere 6.0 Update 3 以降、または vSphere 6.5.0d 以降で実行され
ます。

• オンプレミスの vSphere Sign-On (SSO) ドメインにをインストールします。
• オンプレミス環境のユーザーは、ベース識別名 (Base DN) への読み取り専用アクセス権を持ちます。
• オンプレミスのドメインネームシステム (DNS) サーバーは VMware 管理ゲートウェイ用に設定されてい

ます。
• VMware 接続検証ツールを使用してネットワーク接続テストを実装します。
• ファイアウォールポートは開いています。

機能制限

• ハイブリッドリンクモードでは、オンプレミスの vCenter Server 拡張リンクモードドメインを 1 つだけ
接続できます。 

• ハイブリッドリンクモードは、バージョン 6.7 以降を実行しているオンプレミスの vCenter Server のみ
をサポートします。

アーキテクチャ
次の図は、ハイブリッドリンクモードを設定するための両方のオプションを示しています。

ハイブリッドリンクモードを使用したさまざまなワークロードタイプの移行

ハイブリッドリンクモードでは、コールドマイグレーションまたはVMware vSphere vMotionによるライブ
マイグレーションを使用して、オンプレミスのデータセンターとクラウドSDDC間のワークロードの移行
をサポートします。移行方法を選択する際に考慮しなければならない要素には、仮想スイッチのタイプと
バージョン、クラウド SDDC への接続タイプ、仮想ハードウェアのバージョンなどがあります。

コールドマイグレーションは、ダウンタイムが発生する VM に適しています。VM をシャットダウンして
移行し、再びオンにすることができます。アクティブなメモリをコピーする必要がないため、移行時間が
短縮されます。ダウンタイムを許容するアプリケーション (階層3のアプリケーションや開発とテストの
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Tools

ワークロードなど) には、コールドマイグレーションを使用することをお勧めします。VM にダウンタイ
ムが発生しない場合は、ミッションクリティカルなアプリケーションに vMotion を使用したライブマイグ
レーションを検討する必要があります。 

次の図は、ハイブリッドリンクモードを使用するさまざまなワークロードマイグレーションタイプの概要
を示しています。 

Tools
• VMware Cloud on AWS は、AAWS とヴイエムウェアが共同で開発した統合クラウドサービスです。
• VMware Cloud Gateway アプライアンスは、オンプレミスリソースをクラウドリソースに接続するハイ

ブリッドクラウドのさまざまなユースケースを可能にします。
• VMware vSphereはVMwareの仮想化プラットフォームであり、データセンターをCPU、ストレージ、

ネットワークリソースを含む集約コンピューティングインフラストラクチャに変換します。 

叙事詩
オプション 1-Cloud Gateway アプライアンスでハイブリッドリンクモードを使用
する

タスク 説明 必要なスキル

クラウド・ゲートウェイ・アプ
ライアンスを設定します。

1. VMware Cloud on AWS コン
ソールにログインし、クラウ
ドゲートウェイアプライアン
スをダウンロードします。

2. 次の 2 つの手順で、Cloud 
Gateway アプライアンスをオ
ンプレミス環境にインストー
ルします。 
• [開始] を選択して Cloud 

Gateway アプライアンスを
設定し、デプロイします。

• ハイブリッドリンクモード
を設定します。

詳細と詳細な手順について
は、VMware ドキュメントの
「vCenter Cloud Gateway アプラ
イアンスを使用したハイブリッ
ドリンクモードの設定」を参照
してください。 

クラウド管理者

オプション 2-クラウド SDDC からハイブリッドリンクモードを使用する

タスク 説明 必要なスキル

クラウド SDDC からハイブリッ
ドリンクモードを設定します。

1. VMware Cloud on AWS コン
ソールにログインし、接続

クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
性検証ツールを使用して必要
なすべてのネットワーク接続
を確認します。詳細について
は、VMware ドキュメントの
「ハイブリッドリンクモード
のネットワーク接続の検証」
を参照してください。 

2. クラウド SDDC の vSphere 
Client にログインし、[メ
ニュー]、[管理]、[ドメイン] の
順に選択します。

3. ハイブリッドクラウドセク
ションで、「リンクドメイ
ン」を選択し、オンプレミス
の vCenter Server に接続しま
す。

4. クラウド SDDC LDAP (LDAP) 
ドメインに ID ソースを追
加します。詳細について
は、VMware のドキュメント
の「SDDC LDAP ドメインへ
のアイデンティティ・ソー
スの追加」を参照してくださ
い。

関連リソース
• ハイブリッドリンクモードの設定
• VMware Cloud on AWS のハイブリッドリンクモードの設定

AWS 上の VMware クラウド上に仮想マシンを
プロビジョニングするように VMware vRealize 
Automation を設定する

作成者:ディーパック・クマー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: ハイブリッドクラ
ウド、インフラストラクチャ

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: AWS Direct 
Connect、AWS Site VPN

概要
VMware vRealize Automation は、IT リソースのリクエストと管理に使用できる自動化ソフトウェアで
す。vRealize Automation を VMware Cloud on AWS で構成することを選択すると、複数のデータセンター
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前提条件と制限

とクラウド環境にわたる仮想マシン (VM)、アプリケーション、および IT サービスの配信を自動化できま
す。

その後、IT チームはカタログ項目を作成して、ユーザーが既存の vRealize Automation ツールでリクエス
トして使用できるようにサービスのプロビジョニングと運用機能を構成できます。また、VMware Cloud 
on AWS を vRealize Automation クラウドアセンブリと統合することで、IT の俊敏性と効率性を向上させ
ることができます。

このパターンは、VMware Cloud on AWS 上に仮想マシンまたはアプリケーション機能を自動的に構築す
るように VMware vRealize Automation を構成する方法を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• 既存のオンプレミスデータセンターと VMware Cloud on AWS ソフトウェアデファインドデータセン
ター (SDDC)。クラウド SDCC の詳細については、VMware ドキュメントの「ソフトウェア定義データ
センターについて」を参照してください。

• AWS Direct Connect、VPN (ルートベースまたはポリシーベース)、あるいはその両方を使用した、オン
プレミスデータセンターとクラウド SDDC 間の既存の接続。

• オンプレミスのデータセンターとクラウド SDDC は、ネットワークタイムプロトコル (NTP) または別の
信頼できるタイムソースと同期しています。

• オンプレミスデータセンターとクラウド SDDC 間の往復時間の最大遅延は 100 ミリ秒を超えません。
• vCenter Server の完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、プライベート IP アドレスに変換する必要がありま

す。
• オンプレミス環境にアクセスできる Cloud SDDC ユーザー。
• vRealize Automation クラウドアセンブリサービスロールの組織所有者アクセス権。
• vRealize Automation サービスブローカでサービスを利用する権限を持つエンドユーザー。
• VMware Cloud on AWS コンソールから API トークンを生成するには、オンプレミスデータセンターの

クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) の範囲が開いている必要があります。次のリストは、API 
トークンの生成に必要な最低限のロールを示しています。
• 組織メンバー
• 組織所有者
• サービスロール-VMware Cloud on AWS
• 管理者
• NSX クラウド管理者
• NSX クラウド監査人

詳細については、AWS パートナーネットワークブログの「VMware Cloud on AWS SDDC の接続オプショ
ン」を参照してください。 

機能制限

• 1 つの vRealize Automation では、パブリックエンドポイントを使用して 20 個の VMware Cloud アカウ
ントしか構成できません。詳細については、VMware ドキュメントの「スケーラビリティと同時実行数
の上限」を参照してください。 

製品バージョン

• vRealize Automation バージョン 8.x 以降
• VMware vRealize Identity Manager バージョン 3.x 以降

936

https://docs.vmware.com/en/vRealize-Automation/8.4/Getting-Started-Cloud-Assembly/GUID-D50B687A-1236-4E2E-8C79-995D1762EB85.html#:~:text=vRealize%20Automation%20Cloud%20Assembly%20is,users%20deploy%20their%20cloud%20templates.
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-operations/GUID-A0F15ABA-C2DF-46CD-B883-A9FABD892B75.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-operations/GUID-A0F15ABA-C2DF-46CD-B883-A9FABD892B75.html
http://aws.amazon.com/blogs/apn/connectivity-options-for-vmware-cloud-on-aws-software-defined-data-centers/
http://aws.amazon.com/blogs/apn/connectivity-options-for-vmware-cloud-on-aws-software-defined-data-centers/
https://docs.vmware.com/en/vRealize-Automation/8.4/reference-architecture/GUID-9DD443EA-0F7A-43B3-AD0A-8370B56109BE.html
https://docs.vmware.com/en/vRealize-Automation/8.4/reference-architecture/GUID-9DD443EA-0F7A-43B3-AD0A-8370B56109BE.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• VMware vRealize Suite ライフサイクルマネージャーバージョン 8.x 以降

アーキテクチャ
次の図は、オンプレミス環境と VMware Cloud on AWS 環境の両方のインフラストラクチャを使用できる 
vRealize Automation サービスを示しています。

VMware クラウドアセンブリコンポーネント

VMware Cloud Assembly は vRealize Automation の中核コンポーネントであり、仮想マシンやコンピュー
ティングリソースの導入とプロビジョニングに使用できます。次の表では、VMware Cloud on AWS で仮
想マシンをプロビジョニングするために設定する必要がある VMware Cloud Assembly コンポーネントに
ついて説明しています。

コンポーネント 定義

クラウドアカウント クラウドアカウントは、接続の詳細 (サーバー名、
ユーザー名とパスワード、アクセスキー、API トー
クンなど) を提供します。VMware クラウドアセン
ブリーは、クラウドアカウントを使用してリソー
スのインベントリを収集します。

クラウドゾーン クラウドゾーンは、クラウドアカウントのリソー
ス境界 (AWS リージョンやクラウド SDDC など) 
を識別します。クラウドゾーンは、コンピュート
リソースを Cloud Assembly プロジェクトに関連付
けます。 

[プロジェクト] プロジェクトは、ユーザーとクラウドゾーンなど
のリソースで構成される論理的なエンティティ
です。また、仮想マシンの構築時に使用されるリ
ソースクォータと仮想マシンの命名ポリシーも含
まれています。

フレーバーマッピング フレーバーマッピングは、クラウドテンプレート
で使用されている VM の容量 (CPU の数やメモリ
量など) に関する情報を提供します。

画像マッピング イメージマッピングは、クラウドテンプレートで
使用される VMware vSphere VM テンプレートと
Amazon Web Services (AWS) イメージをマッピン
グします。詳細については、VMware ドキュメン
トの「vRealize Automation のイメージマッピング
に関する詳細」を参照してください。   

ネットワークプロファイル ネットワークプロファイルは、仮想マシンのプロ
ビジョニング中にネットワークを選択する際の配
置決定を制御します。

ストレージプロファイル ストレージプロファイルは、仮想マシンのプロビ
ジョニング中にストレージを選択する際の配置決
定を制御します。

クラウドテンプレート VMware Cloud テンプレートは、クラウドインフ
ラストラクチャのプロビジョニングとオーケスト
レーションを定義するため、vRealize Automation 
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の重要なコンポーネントです。クラウドテンプ
レートはリソースの仕様であり、リソースタイ
プ、リソースプロパティ、およびユーザーから収
集される入力が含まれます。

Tools
• VMware vRealize Automation — vRealize Automation は、イベント主導型の状態管理とコンプライアン

スを備えたインフラストラクチャ自動化プラットフォームです。これは、組織がセルフサービスクラウ
ド、ガバナンスによるマルチクラウド自動化、 DevOpsおよびベースのインフラストラクチャ配信を制
御および保護するのに役立つように設計されています。 

• VMware Cloud on AWS — VMware Cloud on AWS は、AWS と VMware が共同で開発した統合クラウド
サービスです。 

叙事詩
API トークンを生成する

タスク 説明 必要なスキル

VMware Cloud on AWS アカウン
トから API トークンを生成しま
す。

1. VMware Cloud コンソールに
サインインします。

2. VMware クラウドサービスの
ツールバーで、[マイアカウン
ト] を選択し、次に [API トー
クン] を選択します。

3. API トークンの名前を入力
し、必要な有効期間を指定し
て、トークンのスコープを定
義します。 

4. 「Open ID」チェックボックス
を選択し、「生成」を選択し
ます。 

5. API トークンの認証情報を記
録します。

詳細については、VMware ドキュ
メントの「API トークンを生成す
る方法」を参照してください。 

クラウド管理者

オンプレミスデータセンターに vRealize Automation をインストールします。

タスク 説明 必要なスキル

必要なソフトウェアをダウン
ロードします。

マイ VMware ポータルか
ら VMware vRealize Suite 
ISO ファイルをダウンロード
します。このパッケージに
は、vRealize Suite ライフサイク

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
ルマネージャ、VMware Identity 
Manager、および vRealize 
Automation が含まれています。

ソフトウェアをインストールし
ます。

VMware ドキュメントの
「vRealize Automation 用の簡
易インストーラによる vRealize 
Suite Lifecycle Manager のイ
ンストール」および「VMware 
Identity Manager」の指示に従っ
て、ソフトウェアをインストー
ルし、クラウド SDCC に接続し
ます。

重要: インストールに、以下のも
のが用意されていることを確認
してください。

• オンプレミスの VMware 
vCenter サーバーのセットアッ
プとログイン認証情報

• vRealize Automation IP とサブ
ネットのネットワーク詳細

• vRealize オートメーションの
ライセンスキー

クラウド管理者、クラウドアー
キテクト

VMware Cloud on AWS を VMware クラウドアセンブリとConnect

タスク 説明 必要なスキル

クラウドアカウントを設定しま
す。

1. VMware Cloud Console で、
[インフラストラクチャ] タブ
を開き、[管理] — [クラウドア
カウント] を選択し、 [クラウ
ドアカウントの追加] を選択し
ます。 

2. タイプとして VMware Cloud 
on AWS を選択します。

3. 以前に記録した API トークン
情報を貼り付けます。これに
より、VMware Cloud on AWS 
組織で使用可能なすべてのク
ラウド SDDC が読み込まれま
す。 

4. 必要なクラウド SDCC を選
択し、SDDC の vCenter ユー
ザー名とパスワードを指定し
ます。

5. 認証に成功すると、統合され
た VMware Cloud on AWS ア
カウントを OK ステータスで
表示できます。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
詳細については、VMware ドキュ
メントの「vRealize Automation 
で VMware Cloud on AWS クラ
ウドアカウントを作成する」を
参照してください。 

プロジェクトを設定します。 1. VMware Cloud コンソールで 
[プロジェクト] タブを開き、
[新規プロジェクト] を選択し
ます。 

2. プロジェクトの名前を入力し
ます。

3. クラウドゾーンタブを開
き、デフォルトの VMware 
Cloud on AWS クラウドアカ
ウントを選択します。

クラウド管理者

クラウドゾーンを設定します。 1. VMware Cloud コンソール
で、クラウドゾーンを開
き、SDDC データセンター
のクラウドゾーンを選択しま
す。

2. デフォルトで
は、cloudadmin@vmc.local（こ
れはクラウド SDDC の 
vCenter のデフォルトのロー
カルユーザ ID）は内のプ
ロビジョニングにのみア
クセスできますCompute-
ResourcePool。 

3. [クラウドゾーン] の [コン
ピュート] タブを開き、
[Compute-] を選択します
ResourcePool。

クラウド管理者

フレーバーマッピングを設定し
ます。

1. フレーバーマッピングタブを
開き、新しいフレーバーマッ
ピングを作成します。

2. フレーバー名を入力
し、VMware Cloud on 
AWS アカウントを選択し
て、vCPUs の数とメモリ容量
を指定します。 

クラウド管理者

イメージマッピングを設定しま
す。

1. イメージマッピングを開き、
新しいイメージマッピングを
作成します。

2. イメージ名を入力します。
3. VMware Cloud on AWS アカ

ウントを選択し、必要なクラ
ウドアカウントテンプレート
を指定します。

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

ネットワークプロファイルを設
定します。

1. ネットワークプロファイルを
開き、新しいネットワークプ
ロファイルを作成します。

2. ネットワークプロファイル名
を入力します。

3. ネットワークタブを開き、プ
ロビジョニングに使用する既
存のネットワークを選択しま
す。

クラウド管理者

ストレージプロファイルを設定
します。

1. [ストレージプロファイル] を
開き、[新しいストレージプロ
ファイル] を選択します。

2. ストレージプロファイルの名
前を入力します。

3. 「ポリシー」セクションで、
新しいポリシーを作成しま
す。

4. [ワークロードデータストア] 
を選択します。デフォルトで
は、cloudadmin@vmc.local ワー
クロードのデータストアのプ
ロビジョニングにのみアクセ
スできます。 

クラウド管理者

クラウドテンプレートを作成し
ます。

1. [デザイン] タブを開き、[クラ
ウドテンプレート] を選択して
から、[新規作成元] と [空白の
キャンバス] を選択します。

2. クラウドテンプレートの名前
と説明を入力します。

3. 先ほど作成したプロジェクト
を選択します。 

4. クラウドテンプレートリソー
スデザインページから、必要
に応じてコンポーネントを空
白のキャンバスにドラッグし
ます。 

5. [テスト] を選択してテンプ
レートをテストし、問題を修
正します。

6. Deployment を選択し、VM を
デプロイするデプロイ名を指
定します。 

詳細については、VMware ドキュ
メントの「基本的なクラウドテ
ンプレートの作成」を参照して
ください。

クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

関連リソース
• vRealize Automation バージョン 8.x を SDDC Connect。
• VMware クラウドから SDDC を AWS コンソールにデプロイする
• AWS 上の VMware クラウドと AWS Direct Connect の統合

AWS 上の VMware クラウドを使用して VMware 
SDDC を AWS にデプロイする

ディーパック・クマール (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:ハイブリッドクラ
ウド、インフラストラクチャ

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:アマゾン VPC

概要
このパターンでは、Amazon Web Services (AWS) クラウドでホストされる VMware ベースのソフトウェ
アデファインドデータセンター (SDDC) を作成する方法について説明します。SDDC をデプロイして 
VMware vSphere ベースのワークロードを AWS クラウドに移行し、既存の VMware ツールやスキルを使
用しながら AWS のサービスを利用できます。この SDDC を使用すると、AWS サービスへのアクセスが
最適化され、VMware vSphere ベースのプライベート、パブリック、ハイブリッドクラウド環境全体で本
番アプリケーションを実行できます。たとえば、SDDC をディザスタリカバリのセカンダリサイトとして
使用したり、データセンターを地理的に異なる場所に拡張したりできます。

VMware Cloud on AWS は、さまざまな AWS サービスを使用して、あらゆる規模の企業が VMware 
vSphere ベースのクラウド環境全体でワークロードを実行できるようにする pay-as-you-go (オンデマン
ド) サービスです。SDDC クラスタあたり最低 2 ホストから始めて、運用環境ではクラスタあたり最大 16 
ホストまで拡張できます。詳細については、VMware Cloud on AWS SDDC の詳細については、VMware 
ドキュメントの「ソフトウェア定義データセンターについて」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• MyVMware アカウントにサインアップし、すべてのフィールドに入力します。
• AWS アカウントへのサインアップ。手順については、AWS ナレッジセンターを参照してください。
• MyVMware クラウドオンの AWS アカウントにサインアップします。 アクティベーションリンクは、サ

インアップ時に指定した E メールアドレスに送信されます。

機能制限

• VMware ウェブサイトの VMware Cloud on AWS の設定制限ページを参照してください。

製品バージョン

• VMware ドキュメントの「VMware クラウド on AWS リリースノート」を参照してください。
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https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-operations/GUID-2A85A5AC-F386-441D-BBAD-30C271755390.html
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https://configmax.vmware.com/guest?vmwareproduct=VMware%20Cloud%20on%20AWS&release=VMware%20Cloud%20on%20AWS&categories=68-0,52-0,3-0,53-0,54-0,55-0,56-0,57-0,58-0,75-0,76-0
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/0/rn/vmc-on-aws-relnotes.html
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アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

次の図は、vSphere、vCenter、vSAN、NSX-T を含む VMware ソフトウェアスタックを AWS ベアメタル
専用インフラストラクチャで実行しているところを示しています。上の VMware ベースのリソースとツー
ルを、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) な
ど) とシームレスに統合して、Amazon Redshift、AWS Direct Con]、Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS)、Amazon Dy]、Amazon DynamoDB など) とシームレスに統合できます。 

VMware Cloud on AWS の基本的なエンティティは SDDC で、次のコンポーネントが含まれています。

• コンピューティング:コンピューティングコンポーネントは、AWS SDDC 上の VMware クラウドの最下
位レイヤーです。VMware Cloud on AWS、Amazon EC2 ベアメタルインスタンスタイプで実行されま
す。これらにはi3.metal、 i3en.metalプロセッサとメモリなどの物理リソースへの直接アクセスが
含まれます。

• ストレージ:SDDC クラスタは、高速で高性能なストレージを提供する不揮発性メモリエクスプレス 
(NVMe) フラッシュストレージを使用するストレージ用のオールフラッシュ構成の VMware vSAN をサ
ポートします。 

• ネットワーク:ネットワーク機能とポリシーは、SDDC クラスタの VMware NSX-T を使用して管理され
ます。SDDC クラスタには、ネットワークリソースを物理機器から分離するために多層仮想ネットワー
クが作成されます。これにより、VMware Cloud on AWS のユーザーは、ソフトウェア定義の論理的な
ネットワークを構築できます。

Tools
• VMware Cloud on AWS — VMware Cloud on AWS は、AWS と VMware が共同開発した統合クラウド

サービスです。 

叙事詩
AWS アカウントに VPC とサブネットを作成する

タスク 説明 必要なスキル

AWS アカウントにサインインし
ます。

管理者権限のある認証情報を使
用して AWS アカウントにサイン
インします。

クラウド管理者

新しい VPC を作成します。 このステップでは、SDDC に
リンクする仮想プライベート
クラウド (VPC) を定義しま
す。SDDC に使用する VPC がす
でにある場合は、この手順はス
キップしてください。

1. AWS リージョンを選択し
て VMware クラウドを AWS 
SDDC にデプロイします。 

2. Amazon VPC コ
ンソール (https:// 

クラウド管理者
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https://console.cloud.vmware.com/csp/gateway/discovery?response_type=code&client_id=vmware-cloud-ui-native&redirect_uri=https%3A%2F%2Fvmc.vmware.com%2Foauth-return&scope=&state=eyJhbGciOiJub25lIiwidHlwIjoiSldUIn0.eyJsYXN0VmlzaXRlZFVybCI6Ii9jb25zb2xlL3NkZGNzL2NyZWF0ZS9hd3MiLCJvbmJvYXJkaW5nQ29udGV4dElkIjpudWxsLCJzZXJ2aWNlSW52aXRhdGlvbklkIjpudWxsLCJzZWxsZXIiOm51bGwsInNlbGxlcklkIjpudWxsLCJzb3VyY2UiOm51bGwsInJmcCI6IlJjY1hyT1hXMlN0cHNkNDZOak9LeUwzQnB5S3JOd21FIiwiaWF0IjoxNjMyNTk4NTQ4LCJleHAiOjE2MzI1OTg4NDgsImlzcyI6InZtYy52bXdhcmUuY29tIiwiYXVkIjoidm13YXJlLWNsb3VkLXVpLW5hdGl2ZSIsImFzIjoiaHR0cHM6Ly9jb25zb2xlLmNsb3VkLnZtd2FyZS5jb20ifQ.&code_challenge=sDUhbbuuxX4Y0-evOg9BhLELFZOof8ATKDlBzLNGW_8&code_challenge_method=S256
http://aws.amazon.com/
http://aws.amazon.com/
http://aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
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タスク 説明 必要なスキル
console.aws.amazon.com/ 
vpc/) を開きます。

3. 画面左枠のナビゲーションペ
インで、[Your VPCs] を選択
します。

4. [VPC の作成] を選択します。
5. VPC ネームタグ、IPv4 CIDR

ブロック、テナンシー (デフォ
ルトのまま) などの VPC 設定
を指定し、[VPC の作成] を選
択します。 

6. VPC が作成されたら、[Close] 
を選択します。

詳細については、AWS ドキュメ
ントの「VPC の作成と設定」を
参照してください。

プライベートサブネットを作成
します。

次に、各アベイラビリティー
ゾーンのelastic network interface 
(ENI) のプライベートサブネット
を作成します。インターネット
ゲートウェイが接続されていな
いサブネットを使用することが
推奨されます。

1. Amazon VPC コ
ンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
vpc/) を開きます。

2. ナビゲーションペイン
で、[Subnets] (サブネット) を
選択します。

3. [Create Subnet] を選択しま
す。 

4. [サブネット] ページで、[VPC] 
(Gassグループ) を選択しま
す。

5. サブネット名、アベイラビリ
ティーゾーン、IPv4 CIDR ブ
ロックなど、サブネットの設
定を完了します。

6. [Create Subnet] (サブネットの
作成) を選択します。

これらの手順を繰り返して、
リージョンの各アベイラビリ
ティーゾーンのサブネットを作
成します。

クラウド管理者
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https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/gsg_create_vpc.html
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https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
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VMware Cloud on AWS

タスク 説明 必要なスキル

サービスを有効にします。 MyVMware アカウントにサイン
アップすると、指定したメール
アドレスに VMware からウェル
カムメールとアクティベーショ
ンリンクが送信されます。

1. ブラウザのウェルカムメール
から [サービスの有効化] リン
クを開きます。

2. MyVMware の認証情報でログ
インします。

3. サービスの利用に関する利用
規約を確認し、同意します。

4. アカウントのアクティベー
ションプロセスを完了しま
す。上の VMware クラウ
ド、AWS コンソールにリダイ
レクトされます。(注:VMware 
Cloud on AWS アカウント
は、アカウントに登録して
いるグループまたは事業部
門を代表する組織に基づい
ています。 この組織は AWS 
Organizations とは関係ありま
せん。)

5. 「組織の選択または作成」
ページで、MyVMware アカウ
ントにリンクされた組織を作
成します。

6. 論理的に区別できるように、
「組織名」と「住所」を入力
します。

7. [組織を作成] を選択してプロ
セスを完了します。

このプロセスの詳細について
は、AWS ドキュメントの「AWS 
での SDDC デプロイとベストプ
ラクティスガイド」を参照して
ください。

クラウド管理者

IAM ロールを割り当てる。 組織を作成したら、クラウド
サービスと SDDC コンソー
ル、SDDC、および NSX コン
ポーネントにアクセスするた
めの特権アクセスを特定のユー
ザーに割り当てます。手順につ
いては、VMware ドキュメントの
「組織メンバーへの VMC サービ
スロールの割り当て」を参照し
てください。

クラウド管理者
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https://d1.awsstatic.com/whitepapers/sddc-deployment-and-best-practices.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/sddc-deployment-and-best-practices.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/sddc-deployment-and-best-practices.pdf
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws.getting-started/GUID-83DC5E26-B1C5-47C2-B14C-940D01B2A44C.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws.getting-started/GUID-83DC5E26-B1C5-47C2-B14C-940D01B2A44C.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws.getting-started/GUID-83DC5E26-B1C5-47C2-B14C-940D01B2A44C.html
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タスク 説明 必要なスキル
組織の役割には、次の 2 つのタ
イプがあります。

• 組織のオーナーは、ユーザー
を追加、削除、変更したり、
すべてのクラウドリソース
にアクセスすることができま
す。 

• 組織のメンバーはクラウドリ
ソースにのみアクセスできま
す。 

SDDC のデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

VMware Cloud on AWS アカウン
トに SDDC をデプロイします。

1. https://vmc.vmware.com で 
VMC コンソールにログインし
ます。

2. 利用可能なサービスから 
VMware Cloud on AWS サー
ビスを選択してください。

3. [SDDC の作成] を選択しま
す。

4. AWS リージョン、デプロイ
(シングルホスト、マルチホ
スト、またはストレッチクラ
スタ)、ホストタイプ、SDDC 
名、ホスト数、ホスト容
量、合計容量などの SDDC プ
ロパティを入力し、[次へ] を
選択します。

5. AWS アカウントConnect し、
[次へ] を選択します。

6. 以前に設定した VPC とサブ
ネットを選択し、[次へ] を選
択します。

7. SDDC の管理サブネット 
CIDR ブロックを入力し、
[NEXT] を選択します。詳細に
ついては、VMware Cloud ブ
ログの「SDDC の IP サブネッ
トと接続の選択」を参照して
ください。

8. 2 つのチェックボックスを選
択して、SDDC の導入コスト
はお客様が負担することを確
認し、[SDDC の導入] を選択
します。

クラウド管理者、クラウドアー
キテクト
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https://vmc.vmware.com
https://blogs.vmware.com/cloud/2019/10/03/selecting-ip-subnets-sddc/
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タスク 説明 必要なスキル
[SDDC の導入] を選択すると課金
されます。デプロイプロセスを
一時停止またはキャンセルする
ことはできません。完了するま
でに時間がかかります。

SDDC の作成の詳細について
は、VMware ドキュメントの
「VMC コンソールからの SDDC 
の展開」を参照してください。

関連リソース
• ソフトウェアデファインドデータセンターの導入と管理 (VMware ドキュメント)
• VMware Cloud on AWS 機能 (AWS ウェブサイト)
• VMware Cloud on AWS によるクラウド移行とモダナイゼーションの促進 (ビデオ)   

HCX OS アシストマイグレーションを使用して、仮
想マシンVMware Cloud on AWS に移行する

作成者:ディーパック・クマー (AWS)

環境: PoC またはパイロット ソース: 非vSphere環境 ターゲット: 上の AWS SDDC 上
の VMware クラウド

R タイプ: 再配置 ワークロード: その他のすべての
ワークロード

テクノロジー: ハイブリッドクラ
ウド、移行

概要
このパターンは、OS アシストマイグレーション (OSAM) を使用して、仮想マシン (VM) を vSphere 以外
の環境から VMware クラウドオンAmazon Web Services (AWS) に移行する方法を示しています。

OSAM は VMware Cloud on AWS に含まれている VMware ハイブリッドクラウドエクステンション (HCX) 
の一部です。OSAM を使用して、VMware KVM や Hyper-V などの非 vSphere 環境VMware Cloud on AWS 
に移行できます。OSAM では、Windows または Linux のゲスト VM にインストールする Sentinel ソフト
ウェアを使用して、オンプレミス環境から VMware Cloud on AWS 上のソフトウェアデファインドデータ
センター (SDDC) に VM をレプリケートするのを支援します。 

このパターンでは、OSAMを有効にし、Windows VMにSentinelソフトウェアをインストールし、ソースサ
イトのHCX Sentinel Gateway（SGW）アプライアンスに接続して登録し、移行を開始するためにデスティ
ネーションサイトのHCX Sentinel Data Receiver（SDR）アプライアンスとの転送接続を確立する方法に
ついて説明します。 

OSAM の詳細については、VMware のドキュメントを参照してください。
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https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws.getting-started/GUID-EF198D55-03E3-44D1-AC48-6E2ABA31FF02.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws.getting-started/GUID-EF198D55-03E3-44D1-AC48-6E2ABA31FF02.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-operations/GUID-BC0EC6C5-9283-4679-91F8-87AADFB9E116.html
http://aws.amazon.com/vmware/features/
https://www.youtube.com/watch?v=bqwK0_CHfHw&t=6s
https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/hcx-user-guide/GUID-FF922494-22D9-4842-866B-5EBAC26EF835.html
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前提条件と制限
前提条件

• ソース環境とターゲット環境に HCX をインストールします。HCX の前提条件については、AWS 規範的
ガイダンスのドキュメントの「VMware HCX を使用して VMware SDDC を VMware Cloud on AWS に
移行する」を参照してください。

• OSAM の前提条件については、VMware ドキュメントのインストールチェックリストを参照してくださ
い。 

• OSAM ポート情報については、VMware ポートおよびプロトコルの Web サイトで VMware HCX ポート
要件を参照してください。 

機能制限

• ヴイエムウェア HCX 4.2.0 構成の制限事項
• OSAM 導入に関する考慮事項
• サポート対象のゲストオペレーティングシステム
• ゲストオペレーティングシステムに関する考慮事項

製品バージョン

• 上の VMware HCX 4.2.0
• 上の VMware SDDC 1.12

アーキテクチャ
次の図は、HCX OSAM が Sentinel ソフトウェアと連携して vSphere 以外の仮想マシンをオンプレミス環
境から VMware Cloud on AWS にレプリケートする方法を示しています。

OSAM は、3 つのコンポーネントから構成されています。 

• Sentinel Gateway（SGW）アプライアンス。ソースVMwareベースの環境内のワークロードとアプリ
ケーションの接続と転送に使用されます。

• 移行先の VMware Cloud on AWS 環境で使用される Sentinel データレシーバー (SDR) は、移行元から移
行されたワークロードを受信します。

• Sentinel ソフトウェア。移行する各ゲスト VM にインストールする必要があります

OSAMは、WindowsまたはLinuxのゲスト仮想マシンにインストールされているSentinelソフトウェアを使
用して、オンプレミスからVMware SDDCへの仮想マシンのレプリケーションを支援します。ゲスト VM 
にインストールする Sentinel ソフトウェアは、ゲスト VM からシステム構成を収集し、データの複製を支
援します。この情報は、移行するゲスト VM のインベントリを作成するためにも使用され、レプリカ VM 
上のディスクをレプリケーションや移行用に準備する際にも役立ちます。

Tools
• 上の VMware HCX 4.2.0
• 上の AWS SDDC 上の VMware クラウド
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/migrate-vmware-sddc-to-vmware-cloud-on-aws-using-vmware-hcx.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/migrate-vmware-sddc-to-vmware-cloud-on-aws-using-vmware-hcx.html
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https://configmax.vmware.com/guest?vmwareproduct=VMware%20HCX&release=VMware%20HCX%204.2.0&categories=41-0,42-0,112-0
https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/hcx-user-guide/GUID-CD63599C-9DF8-4FA5-9CE6-C44CFF5CFDEC.html
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エピック

エピック
HCX の設定

タスク 説明 必要なスキル

HCX クラウドと HCX コネクタ
をデプロイします。

VMware ドキュメントの HCX 
コネクタと HCX クラウドイン
ストールの指示に従ってくださ
い。

クラウド管理者、システム管理
者

OSAM の設定と VM の移行

タスク 説明 必要なスキル

HCX センチネルをインストール
します。

Linux にセンチネルをインストー
ルするには:

1. HCX コネクタの vCenter 
Server で、[インターコネク
ト]、[マルチサイトサービス
メッシュ]、[センチネル管理] 
を選択します。

2. [Linux バンドルをダウンロー
ド] を選択します。

3. Linux マシンに Sentinel エー
ジェントをインストールしま
す。

詳細については、VMware ドキュ
メントの「HCX Sentinel Agent 
ソフトウェアのダウンロードと
インストール」を参照してくだ
さい。

クラウド管理者

VM を移行します。 VM をグループ (モビリティグ
ループと呼びます) に移行するに
は、次の手順に従います。

1. vSphere Client で、HCX プラ
グインから [サービス]、[マイ
グレーション] を選択します。

2. [Migrate] を選択します。 
3. 非vSphereインベントリ、リ

モート接続を選択します。こ
れにより、HCX Sentinel をイ
ンストールした仮想マシンの
リストが表示されます。

4. グループ名には、仮想マシ
ン用に作成するモビリティグ
ループの名前を入力します。

クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
5. 移行する VM を選択し、[Add] 

を選択してモビリティグルー
プに追加します。

6. 各 VM について:
a. ターゲットのコンピュート

コンテナを選択します。
b. デスティネーションスト

レージを選択します。
c. 移行プロファイルを選択し

ます。 
d. コピー先フォルダを選択し

ます。
7. 移行プロセスを開始するに

は、[Go] を選択します。

HCX は、移行を開始する前に 
VM の選択を検証します。

詳細については、VMware ドキュ
メントの「モビリティグループ
による仮想マシンの移行」と
「モビリティグループによる移
行の監視と推定」を参照してく
ださい。

関連リソース
上の VMware ドキュメント

• ヴイエムウェア HCX ユーザーガイド
• インストールチェックリスト B-VMC SDDC デスティネーション環境を使用する HCX
• AWS 上の VMware クラウド内の VMware HCX
• VMware Cloud on AWS 向けの HCX OS アシストマイグレーション
• 上の VMware HCX 4.2.1 リリースノート

AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere で
ハイブリッドワークロード用の CI/CD パイプライ
ンをセットアップし、 GitLab

ラーフル・シャラッド・ガイクワッド博士 (AWS) によって作成されました

code repository:

• amazon-ecs-anywhere-cicd-
pipeline-cdk-sample

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:ハイブリッドクラ
ウド、コンテナとマイクロサー
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概要

ビス、インフラストラクチャ、 
DevOps

ワークロード:オープンソース AWS サービス:AWS CDK、AWS 
CodePipeline、Amazon 
ECS、AWS Systems 
Manager、AWS CodeCommit

概要
Amazon ECS Anywhere は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の拡張です。オンプレミス
サーバーや仮想マシン (VM) などの外部インスタンスをAmazon ECS クラスターに登録するためのサポー
トを提供します。この機能により、コストを削減し、ローカルコンテナのオーケストレーションや運用の
軽減に役立ちます。ECS Anywhere を使用すると、オンプレミス環境とクラウド環境の両方でコンテナア
プリケーションをデプロイして実行できます。これにより、チームが複数の分野やスキルを習得したり、
複雑なソフトウェアを自分で管理したりする必要がなくなります。

このパターンは、Amazon Web Services (AWS) Cloud Development Kit (AWS CDK) スタックを使用して 
Amazon ECS Anywhere インスタンスで Amazon ECS step-by-step クラスターをプロビジョニングするア
プローチを示しています。次に、AWS CodePipeline を使用して継続的インテグレーションと継続的デプ
ロイ (CI/CD) パイプラインを設定します。次に、 GitLab コードリポジトリを AWS CodeCommit に複製
し、コンテナ化されたアプリケーションを Amazon ECS クラスターにデプロイします。

このパターンは、オンプレミスインフラストラクチャを使用してコンテナアプリケーションを実行し、 
GitLab を使用してアプリケーションコードベースを管理するユーザーに役立つように設計されています。
これらのワークロードは、既存のオンプレミスインフラストラクチャを妨げることなく、AWS クラウド
サービスを使用して管理できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• オンプレミスインフラストラクチャ上で実行されるコンテナアプリケーション。
• GitLab アプリケーションコードベースを管理するリポジトリです。詳細については、「リポジトリ

(GitLab)」を参照してください。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストール、設定 詳細については、「AWS CLI の最新

バージョンをインストールまたは更新する (AWS CLI ドキュメント)」を参照してください。
• AWS CDK ツールキット。グローバルにインストールおよび設定されています。詳細については、

「AWS CDK のインストール」(AWS CDK ドキュメント) を参照してください。
• npm、で AWS CDK 用にインストールおよび設定されています TypeScript。詳細については、「Node.js 

と npm のダウンロードとインストール (npm ドキュメント)」を参照してください。

機能制限

• 制限事項と考慮事項については、Amazon ECS ドキュメントの「外部インスタンス (Amazon ECS 
Anywhere)」を参照してください。

製品バージョン

• AWS CDK ツールキットバージョン 2.27.0 以降
• エヌピーエヌピーエムバージョン 7.20.3 またはそれ以降
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アーキテクチャ

• Node.js バージョン 16.6.1 またはそれ以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS CDK
• AWS CloudFormation
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• Amazon ECS Anywhere
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS System Manager
• GitLab リポジトリ

ターゲットアーキテクチャ

この図は、このパターンで説明される 2 つの主要なワークフローを示しています。Amazon ECS クラス
ターのプロビジョニングと、CI/CD パイプラインをセットアップしてデプロイする CI/CD パイプラインの
セットアップです。

1. Amazon ECS クラスターのプロビジョニング
a. 最初の AWS CDK スタックをデプロイすると、AWS CloudFormation にスタックが作成されます。
b. CloudFormation このスタックは Amazon ECS クラスターと関連する AWS リソースをプロビジョニ

ングします。
c. Amazon ECS クラスターに外部インスタンスを登録するには、AWS Systems Manager エージェント 

(SSM エージェント) を VM にインストールし、その仮想マシンを AWS Systems Manager マネージ
ドインスタンスとして登録する必要があります。 

d. Amazon ECS クラスターに外部インスタンスとして登録するには、Amazon ECS コンテナエージェ
ントと Docker を仮想マシンにインストールする必要もあります。

e. 外部インスタンスを Amazon ECS クラスターに登録して設定すると、外部インスタンスとして登録
された VM 上で複数のコンテナを実行できます。

f. Amazon ECS クラスターはアクティブで、コンテナを介してアプリケーションワークロードを実行
できます。Amazon ECS Anywhere コンテナインスタンスはオンプレミス環境で実行されますが、ク
ラウド内の Amazon ECS クラスターに関連付けられます。

2. CI/CD パイプラインのセットアップとデプロイ
a. 2 番目の AWS CDK スタックをデプロイすると、AWS CloudFormation 上に別のスタックが作成され

ます。
b. CloudFormation このスタックは、 CodePipeline パイプラインと関連する AWS リソースをプロビ

ジョニングします。
c. GitLab アプリケーションコードの変更をオンプレミスリポジトリにプッシュしてマージします。 
d. GitLab リポジトリは自動的にリポジトリに複製されます。 CodeCommit
e. CodeCommit リポジトリの更新が自動的に開始されます CodePipeline。 
f. CodePipeline CodeCommit ビルドインからコードをコピーし、デプロイ可能なアプリケーションビ

ルドインを作成します CodeBuild。
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g. CodePipeline CodeBuild ビルド環境の Docker イメージを作成し、それを Amazon ECR リポジトリ
にプッシュします。

h. CodePipeline Amazon ECR CodeDeploy リポジトリからコンテナイメージを引き出すアクションを
開始します。

i. CodePipeline コンテナイメージを Amazon ECS クラスターにデプロイします。

自動化とスケーリング

このパターンでは、AWS CDK をコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) ツールとして使用して、こ
のアーキテクチャを設定およびデプロイします。AWS CDK は、AWS リソースのオーケストレーションと 
Amazon ECS Anywhere と CI/CD パイプラインのセットアップに役立ちます。

Tools
AWS サービス

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理する必要なく、Git リポジトリを非公開で保存
および管理するのに役立つバージョン管理サービスです。

• AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定し、
ソフトウェア変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備
えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単
に行うことのできる、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。このパターンでは、オンプレ
ミスサーバーまたは VM をAmazon ECS クラスターに登録するためのサポートを提供する Amazon ECS 
Anywhere も使用されます。

その他のツール

• Node.js は、 JavaScript スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計されたイ
ベント駆動型のランタイム環境です。

• npm は Node.js 環境で実行されるソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベート
パッケージのデプロイ管理に使用されます。

• Vagrantは、ポータブルな仮想ソフトウェア開発環境を構築および保守するためのオープンソースユー
ティリティです。デモンストレーションのため、このパターンではVagrantを使用してオンプレミスVM
を作成します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、AWS CDK リポジトリを使用する Amazon ECS Anywhere の GitHub CI/CD パ
イプラインで入手できます。

ベストプラクティス
このパターンをデプロイする場合は、以下のベストプラクティスを考慮してください。

• AWS CDK によるクラウドインフラストラクチャの開発とデプロイのベストプラクティス
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• AWS CDK を使用してクラウドアプリケーションを開発するためのベストプラクティス (AWS ブログ記
事)

エピック
AWS CDK の設定を確認する

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK のバージョンを確認し
ます。

次のコマンドを入力して、AWS 
CDK ツールキットのバージョン
を確認します。

cdk --version

このパターンには、バージョン 
2.27.0 以降が必要です。以前の
バージョンを使用している場合
は、AWS CDK ドキュメントの指
示に従って更新してください。

DevOps エンジニア

npm のバージョンを確認してく
ださい。

次のコマンドを入力して、npm 
のバージョンを確認します。

npm --version

このパターンには、バージョン 
7.20.3 以降が必要です。以前の
バージョンを使用している場合
は、npm ドキュメントの指示に
従って更新してください。

DevOps エンジニア

AWS 認証情報をセットアップし
ます。

aws configureコマンドを入力
し、プロンプトに従って AWS 認
証情報を設定します。

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your-access-key-ID>
AWS Secret Access Key 
 [None]: <your-secret-
access-key>
Default region name [None]: 
 <your-Region-name>
Default output format 
 [None]:

DevOps エンジニア

AWS CDK 環境をブートストラップする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK コードリポジトリのク
ローンを作成します。

1. 以下のコマンドを入力し
て、このパターンの AWS 

DevOps エンジニア
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
CDK リポジトリを使用して 
Amazon ECS Anywhere の CI/
CD パイプラインのクローンを
作成します。

git clone https://
github.com/aws-samples/
amazon-ecs-anywhere-cicd-
pipeline-cdk-sample.git

2. 次のコマンドを入力して、ク
ローンディレクトリに移動し
ます。

cd amazon-ecs-anywhere-
cicd-pipeline-cdk-sample

環境をブートストラップしま
す。

次のコマンドを入力して、
使用するアカウントと AWS 
CloudFormation リージョンにテ
ンプレートをデプロイします。

cdk bootstrap <account-
number>/<Region>

詳細については、AWS CDK ド
キュメントの「ブートストラッ
プ」を参照してください。

DevOps エンジニア

Amazon ECS Anywhere のインフラストラクチャを構築してデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

パッケージの依存関係をインス
トールし、 TypeScript ファイル
をコンパイルします。

次のコマンドを入力して、パッ
ケージの依存関係をインストー
ルし、 TypeScript ファイルをコ
ンパイルします。

$cd EcsAnywhereCdk
$npm install
$npm fund 

これらのコマンドは、すべての
パッケージを同じサンプルリ
ポジトリからインストールしま
す。詳細については、npm ド
キュメントの [npm ci] と [npm
install] を参照してください。
これらのコマンドを入力したと
きにパッケージが見つからない
というエラーが表示される場合
は、このパターンの「トラブル
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
シューティング (p. 962)」セク
ションを参照してください。

プロジェクトをビルドします。 プロジェクトコードをビルドす
るには、次のコマンドを入力し
ます。

npm run build

プロジェクトの構築とデプロイ
の詳細については、AWS CDK ド
キュメントの「はじめての AWS 
CDK アプリケーション」を参照
してください。
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Amazon ECS Anywhere インフ
ラストラクチャスタックをデプ
ロイします。

1. 次のコマンドを入力して、ス
タックを一覧表示します。

$cdk list

2. EcsAnywhereInfraStackECSAnywherePipelineStack出
力によってとスタックが返さ
れることを確認します。

3. 次のコマンドを入力し
て、EcsAnywhereInfraStackス
タックをデプロイします。

$cdk  deploy 
 EcsAnywhereInfraStack

DevOps エンジニア

スタックの作成と出力を確認し
ます。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、 CloudFormation 
コンソールを https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudformation/ で開きます。

2. 「スタック」ページ
で、EcsAnywhereInfraStackス
タックを選択します。

3. CREATE_IN_PROGRESSス
タックのステータスがまた
はであることを確認しま
すCREATE_COMPLETE。

Amazon ECS クラスターの
セットアップには時間がかか
る場合があります。スタック
の作成が完了するまで先に進
まないでください。

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

オンプレミスの VM の設定

タスク 説明 必要なスキル

VM を設定します。 vagrant upVagrantfileが置
かれているルートディレク
トリからコマンドを入力し
て、VagrantVMを作成します。
詳細については、Vagrant ドキュ
メントを参照してください。

DevOps エンジニア

VM を外部インスタンスとして登
録します。

1. vagrant sshコマンドを
使用してVagrant VMにログ
インします。詳細について
は、Vagrant ドキュメントを
参照してください。

2. AWS CLI のインストール手順
に従い、次のコマンドを入力
して、AWS CLI を VM にイン
ストールします。 

$ curl "https://
awscli.amazonaws.com/
awscli-exe-linux-
x86_64.zip" \
> -o "awscliv2.zip"
$sudo apt install unzip
$unzip awscliv2.zip
$sudo ./aws/install
$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your-access-key-ID>
AWS Secret Access Key 
 [None]: <your-secret-
access-key>
Default region name 
 [None]: <your-Region-
name>
Default output format 
 [None]:

1. VM を AWS Systems Manager 
に登録したり、外部インスタ
ンスをアクティブ化したりす
るために使用できるアクティ
ベーションコードと ID を作成
します。このコマンドの出力
には、アクティベーション ID 
とアクティベーションコード
の値が含まれます。

aws ssm create-activation 
 \
> --iam-role 
 EcsAnywhereInstanceRole \
> | tee ssm-
activation.json

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
このコマンドを実行したとき
にエラーが表示される場合
は、「トラブルシューティン
グ (p. 962)」セクションを参
照してください。

2. アクティベーション ID とコー
ド値をエクスポートします。

export 
 ACTIVATION_ID=<activation-
ID>
export 
 ACTIVATION_CODE=<activation-
code>

3. インストールスクリプトを仮
想マシンにダウンロードしま
す。

curl --proto "https" -o 
 "ecs-anywhere-install.sh" 
 \
> "https://amazon-ecs-
agent.s3.amazonaws.com/
ecs-anywhere-install-
latest.sh"

4. VM でインストールスクリプ
トを実行します。

sudo bash ecs-anywhere-
install.sh \
--cluster 
 EcsAnywhereCluster \
--activation-id 
 $ACTIVATION_ID \
--activation-code 
 $ACTIVATION_CODE \
--region <region-name>

これにより、仮想マシンが 
Amazon ECS Anywhere の外部
インスタンスとして設定され、
そのインスタンスが Amazon 
ECS クラスターに登録されま
す。詳細については、Amazon 
ECS ドキュメントの「クラス
ターへの外部インスタンスの登
録」を参照してください。問題
が発生した場合は、「トラブル
シューティング (p. 962)」セク
ションを参照してください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECS Anywhere と外部
仮想マシンのステータスを確認
します。

VM が Amazon ECS コントロー
ルプレーンに接続され、実行
されているかどうかを確認する
には、次のコマンドを使用しま
す。

$aws ssm describe-instance-
information
$aws ecs list-container-
instances --cluster 
 $CLUSTER_NAME

DevOps エンジニア

CI/CD パイプラインのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リポジトリでブラ
ンチを作成します。

リポジトリの最初のコミットを
作成して、main CodeCommit リ
ポジトリに名前を付けたブラン
チを作成します。AWS のドキュ
メントに従って、でコミットを
作成できます CodeCommit。
サンプルコマンドを次に示しま
す。

aws codecommit put-file \ 
  --repository-name 
 EcsAnywhereRepo \ 
  --branch-name main \ 
  --file-path README.md \ 
  --file-content "Test" \ 
  --name "Dev Ops" \ 
  --email 
 "devops@example.com" \ 
  --commit-message "Adding 
 README."

DevOps エンジニア

リポジトリミラーリングを設定
します。

GitLab リポジトリを外部ソー
スにミラーリングしたり、外
部ソースからミラーリングし
たりできます。どのリポジトリ
をソースとして使用するかを選
択できます。ブランチ、タグ、
コミットは自動的に同期され
ます。 GitLab アプリケーショ
ンをホストするリポジトリとリ
ポジトリの間にプッシュミラー
を設定します。 CodeCommit 
手順については、「 GitLab か
らへのプッシュミラーの設定 
CodeCommit (GitLab ドキュメン
ト)」を参照してください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
注:デフォルトでは、ミラーリン
グによりリポジトリが自動的に
同期されます。リポジトリを手
動で更新する場合は、「ミラー
の更新 (GitLab ドキュメント)」
を参照してください。

CI/CD パイプラインスタックを
デプロイします。

次のコマンドを入力し
て、EcsAnywherePipelineStackス
タックをデプロイします。

$cdk  deploy 
 EcsAnywherePipelineStack

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

CI/CD パイプラインをテストし
ます。

1. アプリケーションコードを
変更して、 GitLab ソースの
オンプレミスリポジトリに
プッシュ配信します。詳細
については、プッシュオプ
ション (GitLab ドキュメン
ト) を参照してください。た
とえば、../application/
index.htmlファイルを編集
してアプリケーションのバー
ジョン値を更新します。

2. CodeCommit コードがリポ
ジトリに複製されると、CI/
CD パイプラインが開始されま
す。次のいずれかを実行しま
す。
• GitLab 自動ミラーリングを

使用してリポジトリとリポ
ジトリを同期している場合
は、次の手順に進んでくだ
さい。 CodeCommit

• 手動ミラーリングを使用
している場合は、ミラー
の更新 (GitLab ドキュメ
ント) の指示に従って、 
CodeCommit アプリケー
ションコードの変更をリポ
ジトリにプッシュ配信しま
す。

3. ローカルマシンの Web ブラ
ウザで、http://localhost:80
と入力します。ポート80は
Vagrantfileのローカルホスト
に転送されるため、NGINX
のウェブページが開きます。
更新されたアプリケーショ
ンバージョン値を表示できる
ことを確認します。これによ
り、パイプラインとイメージ
のデプロイが検証されます。

4. (オプション) AWS マネジメン
トコンソールでデプロイを確
認する場合は、次の手順を実
行します。
a. Amazon ECS コ

ンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
ecs/) を開きます。

b. ナビゲーションバーから、
使用するリージョンを選択
します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
c. ナビゲーションペインで

[Clusters] (クラスター) を選
択します。

d. 「クラスタ」ページ
で、EcsAnywhereClusterク
ラスタを選択します。

e. [タスク定義] を選択しま
す。

f. コンテナが実行中であるこ
とを確認します。

クリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

リソースをクリーンアップして
削除します。

このパターンを確認したら、 
proof-of-concept 作成したリソー
スを削除する必要があります。
クリーンアップするには、次の
コマンドを入力します。

$cdk destroy 
 EcsAnywherePipelineStack
$cdk destroy 
 EcsAnywhereInfraStack

DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題 解決策

パッケージの依存関係をインストールする際に
パッケージが見つからないというエラー。

次のコマンドのいずれかを入力して、見つからな
いパッケージを解決します。

$npm ci

または

$npm install -g @aws-cdk/<package_name>

VMaws ssm create-activation でコマンドを
実行すると、以下のエラーが表示されます。

An error occurred 
(ValidationException) when calling 
the CreateActivation operation: 
Nonexistent role or missing ssm 
service principal in trust policy: 

EcsAnywhereInfraStackスタックは完全には
デプロイされておらず、このコマンドを実行する
ために必要な IAM ロールはまだ作成されていませ
ん。 CloudFormation コンソールでスタックの状態
を確認します。ステータスがに変わったら、コマ
ンドを再試行してくださいCREATE_COMPLETE。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

問題 解決策
arn:aws:iam::000000000000:role/
EcsAnywhereInstanceRole

Amazon ECS ヘルスチェックが返さ
れUNHEALTHY、Amazon ECS コンソールのクラス
ターのサービスセクションに次のエラーが表示さ
れます。

service EcsAnywhereService was unable 
to place a task because no container 
instance met all of its requirements. 
Reason: No Container Instances were 
found in your cluster.

次のコマンドを入力して、Vagrant 仮想マシンで 
Amazon ECS エージェントを再起動します。

$vagrant ssh
$sudo systemctl restart ecs
$sudo systemctl status ecs

関連リソース
• Amazon ECS Anywhere マーケティングページ
• Amazon ECS Anywhere ドキュメント
• Amazon ECS Anywhere デモ (ビデオ)
• Amazon ECS Anywhere ワークショップサンプル (GitHub)
• リポジトリミラーリング (GitLab ドキュメンテーション)

その他のパターン
• Azure AD を使用する AWS マルチアカウント環境の SAML 2.0 フェデレーションを自動化す

る (p. 2348)
• AWS Transit Gateway を使用してリージョン間ピアリングの設定を自動化する (p. 2246)
• AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere をセットアップして、オンプレミスのコンテナアプリ

ケーションを管理します (p. 2169)
• WanDisco LiveData マイグレーターを使用して Hadoop データを Amazon S3 に移行する (p. 463)
• VMware HCX を使用して AWS 上の VMware クラウドにワークロードを移行します (p. 1596)
• F5 から AWS のApplication Load Balancer に移行するときに HTTP ヘッダーを変更する (p. 2287)
• BMC Discoveryクエリを使用して、移行計画に必要な移行データを抽出します (p. 1566)
• インフラストラクチャーコードのテスト駆動開発には Serverspec を使用してください (p. 894)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Managed Microsoft AD を使用して DNS 解決を一元化

インフラストラクチャ
トピック

• AWS Managed Microsoft AD とオンプレミス Microsoft Active Directory を使用して DNS 解決を一元化
します。 (p. 964)

• 起動時に EC2 インスタンスに必須タグがないか確認する (p. 970)
• Session Manager を使用した Amazon EC2 インスタンスへのConnect (p. 974)
• AWS をサポートしていない AWS リージョンにパイプラインを作成する CodePipeline (p. 978)
• Sophos ウェブプロキシ UTM とアウトバウンドゲートウェイを AWS にデプロイ (p. 983)
• プライベート静的 IP を使用して Amazon EC2 に Cassandra クラスターをデプロイすることで、リバ

ランシングを回避できます。 (p. 986)
• AWS KMS キーのキー状態が変更されたときに Amazon SNS 通知を受け取る (p. 991)
• メインフレームのモダナイゼーション: DevOps マイクロフォーカスを利用したAWSで (p. 995)
• 非ワークロードサブネットのマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節

約 (p. 1007)
• マルチアカウントの AWS 環境でのハイブリッドネットワークの DNS 解決の設定 (p. 1011)
• 単一アカウントの AWS 環境でハイブリッドネットワークの DNS 解決を設定 (p. 1014)
• AWS エラスティックディザスタリカバリで Oracle JD Edwards EnterpriseOne のディザスタリカバリ

をセットアップ (p. 1018)
• SAP ペースメーカークラスターを ENSA1 から ENSA2 にアップグレード (p. 1036)
• 異なる AWS アカウントの VPC で一貫したアベイラビリティーゾーンを使用する (p. 1050)
• Account Factory for Terraform (AFT) をローカルで検証 (p. 1054)
• その他のパターン (p. 1064)

AWS Managed Microsoft AD とオンプレミス 
Microsoft Active Directory を使用して DNS 解決を
一元化します。

作成者:ブライアン・ウェストモアランド (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: インフラストラク
チャ; ネットワーク

ワークロード: Microsoft

AWS サービス: AWS マ
ネージド、マイクロソフト 
AD、Amazon Route 53、AWS 
RAM

概要
このパターンは、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) を使
用して、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) を使用して 
AWS Directory (AWS Managed Microsoft AD) を使用して AWS Directory ( このパターンでは、AWS DNS 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

名前空間はオンプレミスの DNS 名前空間のサブドメインです。このパターンは、オンプレミスの DNS ソ
リューションが Microsoft Active Directory を使用する場合に、クエリを AWS に転送するようにオンプレ
ミスの DNS サーバーを設定する方法についてのガイダンスでもあります。 

前提条件と制限
前提条件

• AWS 組織を使用して設定された AWS マルチアカウント環境。
• AWS アカウント間でネットワーク接続が確立されました。
• AWS とオンプレミス環境との間で (AWS Direct Connect または任意のタイプの VPN 接続を使用して) 

確立されたネットワーク接続。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、ローカルワークステーションに設定されています。
• AWS Resource Access Manager 53 ルールは、AWS Amazon Route 53 ルールをアカウント間で共有し

ていました。そのため、エピックセクションで説明されているように、共有は AWS Organizations 環境
内で有効にする必要があります。

機能制限

• AWS マネージド Microsoft AD スタンダードエディションには 5 シェアの制限があります。
• AWS マネージド Microsoft AD エンタープライズエディションには 125 シェアの制限があります。
• このパターンのソリューションは、AWS RAM を介した共有をサポートする AWS リージョンに限定さ

れます。

製品バージョン

• Windows Server 2008、2012、2012、2012 R2、または 2016 で実行されているマイクロソフトアク
ティブディレクトリ

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

この設計では、AWS マネージド Microsoft AD は共有サービス AWS アカウントにインストールされま
す。これは必須ではありませんが、このパターンはこの構成を前提としています。別の AWS アカウント
で AWS Managed Microsoft AD を設定する場合、それに応じてエピックセクションの手順を変更しなけれ
ばならない場合があります。

この設計では Route 53 リゾルバーを使用し、Route 53 ルールを使用して名前解決をサポートします。
オンプレミスの DNS ソリューションが Microsoft DNS を使用している場合、会社の DNS 名前空間 
(aws.company.com) のサブドメインである AWS 名前空間 (company.com) の条件付き転送ルールを作成
するのは簡単ではありません。従来の条件付きフォワーダーを作成しようとすると、エラーになります。
これは、Microsoft Active Directory がのすべてのサブドメインに対して既に権限があると見なされているた
めですcompany.com。このエラーを回避するには、aws.company.comまずその名前空間の権限を委任す
るための委任を作成する必要があります。その後、条件付きフォワーダーを作成できます。

各スポークアカウントの仮想プライベートクラウド (VPC) は、ルート AWS 名前空間に基づいて独自の 
DNS 名前空間を持つことができます。この設計では、各スポークアカウントはベースの AWS 名前空間
にアカウント名の略語を追加します。スポークアカウントのプライベートホストゾーンが作成されると、
ゾーンはスポークアカウントの VPC と中央 AWS ネットワークアカウントの VPC に関連付けられます。
これにより、中央の AWS ネットワークアカウントは、スポークアカウントに関連する DNS クエリに応答
できます。
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自動化とスケーリング

この設計では、Route 53 Resolver エンドポイントを使用して、AWS とオンプレミス環境間の DNS クエ
リをスケーリングします。 各 Route 53 Resolver エンドポイントは、複数のエラスティックネットワーク
インターフェイス (複数のアベイラビリティーゾーンに分散している) で構成されており、各ネットワーク
インターフェイスは 1 秒あたり最大 10,000 件のクエリを処理できます。 Route 53 Resolver はエンドポイ
ントあたり最大 6 個の IP アドレスをサポートするため、この設計では複数のアベイラビリティーゾーンに
分散して 1 秒あたり最大 60,000 の DNS クエリをサポートし、高可用性を実現しています。 

さらに、このパターンは AWS 内のfuture 成長を自動的に考慮します。オンプレミスで設定された DNS 転
送ルールは、AWS に追加された新しい VPC とそれに関連するプライベートホストゾーンをサポートする
ように変更する必要はありません。 

Tools
AWS サービス

• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用すると、ディレクトリ対応のワークロードと
AWS Directory を使用して AWS クラウドのMicrosoft Active Directory を使用できます。

• AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを、お客様が作成して集中管理する組織に統合するの
に役立つアカウント管理サービスです。

• AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用すると、AWS アカウント間でリソースを安全に共
有できるため、運用上のオーバーヘッドが軽減され、可視性と監査が可能になります。

• Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたDNS ウェブサービスです。

Tools

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サー
ビスと対話するためのオープンソースツールです。このパターンでは、AWS CLI を使用して Route 53 
認証を設定します。

叙事詩
AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを作成して、共有する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Managed Microsoft AD を
デプロイします。

1. 新しいディレクトリを作成し
て、設定します。詳細な手順
については、AWS Directory
Service Administration Guide 
の「AWS Directory Managed 
Microsoft AD ディレクトリの
作成」を参照してください。 

2. AWS Managed Microsoft AD 
ドメインコントローラーの IP 
アドレスを記録します。 これ
らは、後のステップで参照し
ます。

AWS 管理者

ディレクトリを共有します。 ディレクトリを作成したら、そ
のディレクトリを AWS 組織内
の他の AWS アカウントと共有し
ます。手順については、『AWS 

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
Directory Service 管理ガイド』の
「ディレクトリの共有」を参照
してください。 

[Note:] (メモ:) AWS マネージド 
Microsoft AD スタンダードエ
ディションには 5 シェアの制限
があります。 エンタープライズ
エディションには125株の上限が
あります。

Route 53 の設定

タスク 説明 必要なスキル

Route 53 リゾルバーを作成しま
す。

Route 53 リゾルバーは、AWS と
オンプレミスデータセンター間
の DNS クエリ解決を容易にしま
す。 

1. 『Route 53 開発者ガイド』の
指示に従って Route 53 リゾル
バーをインストールします。 

2. 高可用性を実現するには、中
央 AWS ネットワークアカウ
ント VPC 内の少なくとも 2 つ
のアベイラビリティーゾーン
のプライベートサブネットに 
Route 53 リゾルバーを設定し
ます。

[Note:] (メモ:) セントラル AWS 
ネットワークアカウント VPC の
使用は必須ではありませんが、
残りのステップではこの構成を
前提としています。

AWS 管理者

Route 53 ルールを作成します。 特定のユースケースでは、多数
の Route 53 ルールが必要になる
場合がありますが、ベースライ
ンとして次のルールを設定する
必要があります。

• アウトバウンドの Route 53 リ
ゾルバーを使用したオンプレ
ミス名前空間 (company.com) 
の送信ルール。
• このルールをスポークの 

AWS アカウントと共有しま
す。

• このルールをスポークアカ
ウント VPC に関連付けま
す。

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
• 中央ネットワークアカウント

の Route 53 インバウンドリゾ
ルバーを指す AWS 名前空間 
(aws.company.com) の受信
ルール。
• このルールをスポークの 

AWS アカウントと共有しま
す。

• ルールをスポークアカウン
ト VPC に関連付けます。

• このルールを中央 AWS ネッ
トワークアカウント VPC 
(Route 53 リゾルバーを格納
する) に関連付けないでくだ
さい。

• AWS 名前空間 
(aws.company.com) の 2 番
目の受信ルールは、AWS が管
理する Microsoft AD ドメイン
コントローラー (前のエピック
の IP を使用) を指します。
• このルールを中央の AWS 

ネットワークアカウント 
VPC (Route 53 リゾルバー
を収容する) に関連付けま
す。

• このルールを他の AWS ア
カウントと共有したり、関
連付けたりしないでくださ
い。

詳細については、『Route 53 開
発者ガイド』の「転送ルールの
管理」を参照してください。

オンプレミスアクティブディレクトリ DNS の設定

タスク 説明 必要なスキル

委任を作成します。 Microsoft DNS スナッ
プイン (dnsmgmt.msc) 
を使用して、Active 
Directorycompany.com 内の
名前空間に新しい委任を作成
します。委任ドメインの名前
はでなければなりませんaws。
これにより、委任の完全修飾
ドメイン名 (FQDN) になりま
すaws.company.com。ネーム
サーバーの場合、IP 値にはセン
トラル DNS AWS アカウントの 

アクティブディレクトリ
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タスク 説明 必要なスキル
AWS インバウンド Route 53 リ
ゾルバーの IP アドレスを使用
し、server.aws.company.com名
前にはを使用します。

条件付きフォワーダーを作成し
ます。

Microsoft DNS スナップイ
ン (dnsmgmt.msc) を使用
して、の新しい条件付き
フォワーダーを作成しま
すaws.company.com。 条件付
きフォワーダーのターゲットに
は、AWS Managed Microsoft AD 
ドメインコントローラーの IP ア
ドレスを使用します。   

アクティブディレクトリ

スポークの AWS アカウント用に Route 53 プライベートホストゾーンを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Route 53 プライベートホスト
ゾーンを作成します。

各スポークアカウントに Route 
53 プライベートホストゾーンを
作成します。  このプライベート
ホストゾーンをスポークアカウ
ント VPC に関連付けます。  詳
細な手順については、『Route 
53 開発者ガイド』の「プライ
ベートホストゾーンの作成」を
参照してください。

AWS 管理者

認可を作成する。 AWS CLI を使用して AWS ネッ
トワークアカウントの VPC の
認可を作成します。各スポーク 
AWS アカウントのコンテキス
トから次のコマンドを実行しま
す。

aws route53 create-vpc-
association-authorization --
hosted-zone-id <hosted-zone-
id> \ 
   --vpc 
 VPCRegion=<region>,VPCId=<vpc-
id>

各パラメータの意味は次のとお
りです。

• <hosted-zone-id>は、ス
ポークアカウントの Route 53 
プライベートホストゾーンで
す。

• <region><vpc-id>とは、セ
ントラル AWS ネットワーク

AWS 管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
アカウント VPC の AWS リー
ジョンと VPC ID です。

関連付けを作成する。 AWS CLI を使用して、中央 AWS 
ネットワークアカウント VPC の 
Route 53 プライベートホスト
ゾーンアソシエーションを作成
します。中央の AWS ネットワー
クアカウントのコンテキストか
ら次のコマンドを実行します。

aws route53 associate-vpc-
with-hosted-zone --hosted-
zone-id <hosted-zone-id> \ 
   --vpc 
 VPCRegion=<region>,VPCId=<vpc-
id>

各パラメータの意味は次のとお
りです。

• <hosted-zone-id>は、ス
ポークアカウントの Route 53 
プライベートホストゾーンで
す。

• <region><vpc-id>とは、中
央の AWS ネットワークアカ
ウントの AWS リージョンと 
VPC ID です。

AWS 管理者

関連リソース
• Route 53 リゾルバーを使用してマルチアカウント環境での DNS 管理を簡素化 (Mahmoud Matouk によ

る AWS ブログ投稿)
• AWS Managed Microsoft AD でディレクトリを作成する (AWS Directory Service ドキュメント)
• AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの共有 (AWS Directory Service ドキュメント)
• ルート 53 リゾルバーのインストール (Amazon Route 53 ドキュメント)
• Route 53 プライベートホストゾーンの作成 (Amazon Route 53 ドキュメント) の作成

起動時に EC2 インスタンスに必須タグがないか確
認する

作成者:スザンヌ・カングノー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: インフラストラ
クチャ、管理とガバナンス、
セキュリティ、アイデンティ

AWS サービス: Amazon EC2; 
AWS CloudTrail; Amazon 
CloudWatch; Amazon SNS
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概要

ティ、コンプライアンス、クラ
ウドネイティブ

概要
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、アマゾン ウェブ サービス (AWS) クラウドでスケーラ
ブルなコンピューティングキャパシティーを提供します。Amazon EC2 の使用により、ハードウェアに事
前投資する必要がなくなり、アプリケーションをより速く開発およびデプロイできます。

タグ付けを使用して、AWS リソースをさまざまな方法で分類できます。EC2 インスタンスのタグ付け
は、アカウントに多数のリソースがあり、タグに基づいて特定のリソースをすばやく識別したい場合に役
立ちます。タグを使用して EC2 インスタンスにカスタムメタデータを割り当てることができます。タグは
ユーザー定義のキーと値で構成されます。組織の要件に沿った一貫性のあるタグの一式を作成することが
推奨されます。 

このパターンは、EC2 インスタンスの特定のタグを監視するのに役立つ AWS CloudFormation テンプレー
トを提供します。このテンプレートは、AWS CloudWatch CloudTrail TagResourceUntagResourceまたは
イベントを監視して、新しい EC2 インスタンスのタグ付けやタグの削除を検出する Amazon Events イベ
ントを作成します。定義済みのタグがない場合は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を
使用して、AWS Lambda を呼び出し、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、違
反メッセージを環境に送ります。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 提供された Lambda コードをアップロードするための Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ

ケット。
• 違反通知を受け取りたいメールアドレス。

機能制限

• UntagResourceこのソリューションはイベントをサポートします CloudTrail TagResource。他のイベン
トの通知は作成されません。

• このソリューションはタグキーのみをチェックします。キー値は監視されません。

アーキテクチャ
ワークフローアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS CloudFormation テンプレートは、異なる AWS リージョンとアカウントで複数回使用できます。
テンプレートは、各リージョンまたはアカウントで 1 回のみ実行する必要があります。

Tools
AWS サービス
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叙事詩

• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、クラウド内で安全かつ再サイズを
変更できるコンピューティング性能を提供するウェブサービスです。また、ウェブスケールのクラウド
コンピューティングを開発者が簡単に利用できるよう設計されています。

• AWS CloudTrail — CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、運用とリスク
の監査を行えるように支援する AWS のサービスです。ユーザー、ロール、または AWS のサービスに
よって実行されたアクションは、にイベントとして記録されます CloudTrail。 

• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシス
テムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。 CloudWatch イベントは、運用上の変更
が生じると同時にそれらを認識して対応し、環境に応答するためのメッセージを送信する、機能をアク
ティブ化し、状態情報を収集することによって、修正アクションを実行します。 

• AWS Lambda — Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を必要とせずにコードを実行できるコ
ンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエス
トから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。 

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなどの幅広いストレージソリューションに使用できる、拡張性の
高いオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、アプリケーション、エンドユー
ザー、およびデバイスでクラウドから通知を瞬時に送受信できるようにするウェブサービスです。

Code

このパターンには、次の 2 つのファイルを含む添付ファイルが含まれます。

• index.zipは、このパターンの Lambda コードを含む圧縮ファイルです。
• ec2-require-tags.yamlLambda CloudFormation コードをデプロイするテンプレートです。

これらのファイルの使用方法については、「エピック」セクションを参照してください。

叙事詩
Lambda コードをデプロイします。

タスク 説明 必要なスキル

コードを S3 バケットにアップ
ロードします。

新しい S3 バケットを作成する
か、既存の S3index.zip バ
ケットを使用して添付ファイル 
(Lambda コード) をアップロー
ドします。このバケットは、監
視するリソース (EC2 インスタン
ス) と同じ AWS リージョンにあ
る必要があります。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

S3 バケットと同じ AWS リー
ジョンで Cloudformation コン
ソールを開き、ec2-require-
tags.yaml添付ファイルに記載
されているファイルをデプロイ
します。次のエピックでは、テ
ンプレートパラメータに値を指
定します。 

クラウドアーキテクト
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CloudFormation テンプレート内のパラメータを入力します

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケット名を指定します。 最初のエピックで作成または選
択した S3 バケットの名前を入力
します。この S3 バケットには 
Lambda コードの.zip ファイルが
含まれており、 CloudFormation 
モニタリング対象のテンプレー
トおよび EC2 インスタンスと同
じ AWS リージョンにある必要が
あります。

クラウドアーキテクト

S3 キーを入力します。 S3 バケット内の Lambda コー
ド.zip ファイルの場所を、先頭
にスラッシュ (index.zipまた
はcontrols/index.zip) を付
けずに指定します。

クラウドアーキテクト

E メールアドレスを入力します。 違反通知を受け取る、有効な
メールアドレスを指定します。

クラウドアーキテクト

ロギングレベルを定義します。 ログレベルと詳細度を指定しま
す。 Infoアプリケーションの進
行状況に関する詳細な情報メッ
セージを指定します。このメッ
セージはデバッグにのみ使用し
てください。 Errorアプリケー
ションの実行を継続できる可能
性のあるエラーイベントを指定
します。 Warning潜在的に有害
な状況を示します。

クラウドアーキテクト

必要なタグキーを入力します。 確認するタグキーを入力しま
す。複数のキーを指定する場合
は、スペースを入れずにカンマ
で区切ります。(たとえば、は 
4ApplicationId,CreatedBy,Environment,Organization
つのキーを検索します)。 
CloudWatch Events イベントは
これらのタグキーを検索し、見
つからない場合は通知を送信し
ます。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

E メール購読を確認します。 CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、指定
したメールアドレスに購読メー
ルメッセージが送信されます。
通知を受け取るには、このメー

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
ル購読を確認する必要がありま
す。 

関連リソース
• バケットの作成 (Amazon S3 ドキュメント)
• オブジェクトのアップロード (Amazon S3 ドキュメント)
• Amazon EC2 リソースのタグ付け (Amazon EC2 ドキュメント)
• AWS を使用した AWS API CloudWatch 呼び出しでトリガーされるイベントルールの作成 CloudTrail

(Amazon CloudWatch ドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Session Manager を使用した Amazon EC2 インス
タンスへのConnect

ヤニブ・ロン (AWS) とジェイソン・コーニック (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:インフラストラク
チャ、クラウドネイティブ、エ
ンドユーザーコンピューティン
グ、運用

AWS サービス: CloudWatch 
アマゾンログ、AWS Systems 
Manager、Amazon EC2

概要
このパターンは、AWS Systems Manager の機能であるセッションマネージャーを使用して、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに接続する方法。このパターンを使用すると、ウェブ
ブラウザから EC2 インスタンスで bash コマンドを実行できます。Session Manager では、インバウンド
ポートを開く必要はなく、EC2 インスタンスのパブリック IP アドレスも必要ありません。さらに、要塞
ホストをさまざまな Secure Shell (SSH) キーで管理する必要もなくなります。AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーを使用して Session Manager へのアクセスを管理し、インスタンスのアクセ
スやアクションなどの重要な情報を記録するロギングを設定できます。

このパターンでは、IAM ロールを設定し、Amazon マシンイメージ (AMI) を使用してプロビジョニン
グする Linux EC2 インスタンスに関連付けます。次に、Amazon CloudWatch Logs にロギングを設定
し、Session Manager を使用してインスタンスとのセッションを開始します。

このパターンは Amazon Web Services (AWS) クラウドの Linux EC2 インスタンスに接続しますが、
この方法を使用して、オンプレミスサーバーや他の仮想マシンなどの他のサーバーとの接続に Session 
Manager を使用することもできます。
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/upload-objects.html
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 管理対象ノードにアクセスする権限。手順については、「マネージドノードへのユーザーセッションア

クセスの制御」を参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• セッションマネージャー
• Amazon EC2
• CloudWatch [ログ]

ターゲットアーキテクチャ

1. ユーザーは IAM を通じて ID と認証情報を認証します。
2. ユーザーは Session Manager を通じて SSH セッションを開始し、API 呼び出しを EC2 インスタンスに

送信します。
3. EC2 インスタンスにインストールされている AWS Systems Manager SSM エージェントは、セッショ

ンマネージャーに接続してコマンドを実行します。
4. 監査と監視の目的で、Session CloudWatch Managerはログデータをログに送信します。また

は、Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにログデータを送信することもできます。詳細につ
いては、「Amazon S3 を使用したセッションデータのロギング」を参照してください。

Tools
AWS サービス

• Amazon CloudWatch Logs により、すべてのシステム、アプリケーション、AWS のサービスからのロ
グを、一元管理することができます。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、すばやくスケールアップまたは
スケールダウンできます。このパターンは、Amazon マシンイメージ (AMI) を使用して Amazon EC2 イ
ンスタンスをプロビジョニングします。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役
立ちます。

• AWS Systems Manager は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの
管理に役立ちます。アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、運用上の問題の検出と解決まで
にかかる時間が短縮されるほか、大規模な AWS リソースを大規模かつ安全に管理できるようになりま
す。このパターンでは、Systems Manager の機能であるセッションマネージャーを使用します。
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https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager-getting-started-restrict-access.html
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ベストプラクティス

ベストプラクティス
AWS Well-Architected Framework のセキュリティの柱について詳しく読み、暗号化オプションを検討
し、Session Manager の設定 (Systems Manager ドキュメント) にあるセキュリティ推奨事項を適用するこ
とをお勧めします。

叙事詩
インフラストラクチャのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成します。 SSM エージェントの IAM ロール
を作成します。「AWS サービス
のロールの作成 (IAM ドキュメン
ト)」の指示に従い、次の点に注
意してください。

1. AWS サービスの場合は、EC2
を選択します。

2. 「権限ポリシー」
で、を選択しま
すAmazonSSMManagedInstanceCore。

3. 「ロール名」 に、と入力しま
すEC2_SSM_Role。

AWS システム管理者

EC2 インスタンスを作成しま
す。

1. EC2 インスタンスを作成し
ます。「インスタンスの起
動 (Amazon EC2 ドキュメン
ト)」の指示に従い、次の点に
注意してください。
a. 「名前とタグ」セクショ

ンで、「タグを追加」
を選択します。[キー] に
「Name」と入力し、[値] に
「Production_Server_One」
と入力します。

b. SSM エージェントがプリ
インストールされている 
Amazon Linux AMI を選択
してください。詳細なリ
ストについては、「SSM 
Agent がプリインストー
ルされた AMI」(Systems 
Manager ドキュメント) を
参照してください。

c. 詳細セクションの IAM イ
ンスタンスプロファイル
で、EC2_SSM_Role を選択
します。

2. Systems Manager 
コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 

AWS システム管理者
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https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager-getting-started.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
systems-manager/) を開きま
す。

3. ナビゲーションペインで、
[Fleet Manager] を選択しま
す。

4. インスタンスがマネージド
ノードのリストに表示されて
いることを確認します。

ロギングを設定します。 1. CloudWatch Logs にログ
グループを作成します。
「ロググループの作成
(CloudWatch Logs ドキュ
メント)」の指示に従いま
す。SessionManager新しい
ロググループに名前を付けま
す。

2. Session Manager のロギン
グを設定します。「Amazon 
Logs CloudWatch を使用して
セッションデータをログに記
録する (Systems Manager ド
キュメント)」の指示に従い、
次の点に注意してください。
a. [ CloudWatch 暗号化された

ロググループのみを許可す
る] を選択しないでくださ
い。

b. 「リストからロググルー
プを選択」で、を選択しま
すSessionManager。

AWS システム管理者

インスタンスに接続する

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスConnect。 1. Systems Manager コンソー
ルでセッションを開始しま
す。手順については、「セッ
ションを開始する」(Systems 
Manager ドキュメント) を
参照してください。ター
ゲットインスタンスの場合
は、Production_Server_One
インスタンスの左側にある
オプションボタンを選択しま
す。

2. 接続が完了すると、いくつか
の bash コマンドを実行しま
す。

3. Systems Manager コンソー
ルで、セッションを終了しま

AWS システム管理者

977

https://console.aws.amazon.com/systems-manager/
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
す。手順については、「セッ
ションを終了する」(Systems 
Manager ドキュメント) を参
照してください。

ロギングを検証します。 1. 「 CloudWatch Logs」で、
ロググループのログストリー
ムを開きます。手順につい
ては、「ログデータを表示す
る」(CloudWatch Logs ドキュ
メント) を参照してください。

2. ログデータに、前のストー
リーで実行したコマンドがリ
ストされていることを確認し
ます。

AWS システム管理者

トラブルシューティング

問題 解決策

IAM の問題 サポートについては、「トラブルシューティング
(IAM ドキュメント)」を参照してください。

関連リソース
• セッションマネージャーの前提条件をすべて満たす (Systems Manager のマニュアル)
• Amazon を使用したロギングとモニタリングの設計と実装 CloudWatch (AWS Prescriptive Guidance)

AWS をサポートしていない AWS リージョンにパ
イプラインを作成する CodePipeline

作成者:アナンド・クリシュナ・バラナシ (AWS)

コードリポジトリ:

• invisible-codepipeline-
unsupported-regions

環境:PoC またはパイロット 技術:インフラ; DevOps

AWS サービス:AWS CodeBuild; 
AWS CodeCommit; AWS 
CodeDeploy; AWS CodePipeline
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概要

概要
AWS CodePipeline は、Amazon Web Services (AWS) DevOps のツールセットの一部である継続的配信 
(CD) オーケストレーションサービスです。さまざまなソース（バージョン管理システムやストレージソ
リューションなど）、AWSおよびAWS パートナーの継続的インテグレーション（CI）製品とサービス、
およびオープンソース製品と統合して、 end-to-end アプリケーションとインフラストラクチャを迅速にデ
プロイするためのワークフローサービスを提供します。

ただし、すべての AWS CodePipeline リージョンでサポートされているわけではないため、AWS 
CI/CD サービスを接続する目に見えないオーケストレーターがあると便利です。このパターン
は、AWS、AWS、AWS などの AWS CI/CD サービスを使用してもまだサポートされていない AWS 
end-to-end CodeCommit リージョンにワークフローパイプラインを実装する方法を示しています 
CodeDeploy。 CodePipeline CodeBuild

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) CLI バージョン 2.28 またはそれ以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

次の図は、アフリカ (ケープタウン) 地域など CodePipeline、サポート対象外の地域で作成されたパイプラ
インを示しています。開発者は、によってホストされている Git CodeDeploy リポジトリに設定ファイル 
(デプロイライフサイクルフックスクリプトとも呼ばれる) CodeCommit をプッシュ配信します。(GitHub 
このパターンで提供されているリポジトリを参照してください。) Amazon EventBridge ルールが自動的に
開始されます CodeBuild。

CodeDeploy 構成ファイルは、 CodeCommit パイプラインのソースステージの一部として取得され、に転
送されます CodeBuild。 

次のフェーズでは、 CodeBuild 次のタスクを実行します。 

1. アプリケーションのソースコード TAR ファイルをダウンロードします。AWS Systems Manager の一
機能である Parameter Store を使用して、このファイルの名前を設定できます。

2. CodeDeploy 設定ファイルをダウンロードします。
3. CodeDeploy アプリケーションの種類に固有のアプリケーションソースコードと構成ファイルを組み合

わせたアーカイブを作成します。
4. 結合されたアーカイブを使用して Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) CodeDeploy インスタ

ンスに対するデプロイを開始します。

Tools
AWS サービス

• AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテスト
の実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
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叙事詩

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理する必要なく、Git リポジトリを非公開で保存
および管理するのに役立つバージョン管理サービスです。

• AWS は、Amazon EC2 またはオンプレミスインスタンス、AWS Lambda 関数、または Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) CodeDeploy サービスに対するデプロイを自動化します。

• AWS CodePipeline では、ソフトウェアリリースのさまざまなステージをすばやくモデル化して設定
し、ソフトウェア変更を継続的にリリースするために必要な手順を自動化できます。

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

Code

このパターンのコードは、 GitHub CodePipeline サポートされていない地域のリポジトリにあります。

叙事詩
開発者ワークステーションをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK CLI をインストールし
ます。

手順については、AWS CDK ド
キュメントを参照してくださ
い。

AWS DevOps

Git クライアントをインストール
します。

コミットを作成するには、ロー
カルコンピュータにインストー
ルされた Git クライアントを使
用して、 CodeCommit コミッ
トをリポジトリにプッシュで
きます。Git CodeCommit クラ
イアントでセットアップするに
は、CodeCommit ドキュメント
を参照してください。

AWS DevOps

npm をインストールします。 npm パッケージマネージャーを
インストールします。詳細につ
いては、npm ドキュメント」を
参照してください。

AWS DevOps

パイプラインのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

コードリポジトリのクローンを
作成する。

次のコマンドを実行して、 
GitHub CodePipeline サポートさ
れていないリージョンのリポジ
トリをローカルマシンに複製し
ます。

git clone https://
github.com/aws-samples/
invisible-codepipeline-
unsupported-regions

DevOps エンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/welcome.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

cdk.json にパラメーターを設定し
ます。

ファイルを開き、次のパ
ラメーターの値を指定しま
す。cdk.json

"pipeline_account":"XXXXXXXXXXXX",
"pipeline_region":"us-
west-2",
"repo_name": "app-dev-repo",
"ec2_tag_key": "test-vm",
"configName" : 
 "cbdeployconfig",
"deploymentGroupName": 
 "cbdeploygroup",
"applicationName" : 
 "cbdeployapplication",
"projectName" : 
 "CodeBuildProject"

各パラメータの意味は次のとお
りです。

• pipeline_accountパイプラ
インを構築する AWS アカウン
トです。

• pipeline_regionパイプラ
インが構築される AWS リー
ジョンです。

• repo_name CodeCommit はリ
ポジトリの名前です。

• ec2_tag_keyは、コードを
デプロイしたい EC2 インスタ
ンスにアタッチされたタグで
す。

• configName CodeDeploy は
構成ファイルの名前です。

• deploymentGroupName
CodeDeploy はデプロイグルー
プの名前です。

• applicationName
CodeDeploy はアプリケーショ
ン名です。

• projectName CodeBuild はプ
ロジェクト名です。

AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK 構成ライブラリをセッ
トアップします。

GitHub クローンされたリポジ
トリで、次のコマンドを使用
して AWS CDK 構成ライブラ
リをインストールし、アプリ
ケーションをビルドし、合成
してアプリケーションの AWS 
CloudFormation テンプレートを
生成します。

npm i aws-cdk-lib
npm run build
cdk synth

AWS DevOps

AWS CDK サンプルアプリケー
ションをデプロイします。

サポートされていないリージョ
ン (などaf-south-1) で次のコ
マンドを実行して、コードをデ
プロイします。

cdk deploy

AWS DevOps

CodeCommit のリポジトリをセットアップ CodeDeploy

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの CI/CD を
セットアップします。

CodeCommit cdk.jsonファイ
ルに指定したリポジトリ (app-
dev-repoこれはデフォルトで呼
び出されます) を複製して、アプ
リケーションの CI/CD パイプラ
インを設定します。

git clone https://
git-codecommit.us-
west-2.amazonaws.com/v1/
repos/app-dev-repo

ここで、cdk.jsonリポジトリ名
とリージョンはファイルに入力
した値によって異なります。

AWS DevOps

パイプラインのテスト

タスク 説明 必要なスキル

デプロイ手順を使用してパイプ
ラインをテストします。

GitHub CodePipeline 
Unsupported 
RegionsCodeDeploy_Files
リポジトリのフォルダーには、 
CodeDeploy アプリケーショ
ンのデプロイを指示するサン

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
プルファイルが含まれていま
す。appspec.ymlこのファ
イルは、 CodeDeploy アプリ
ケーションのデプロイフロー
を制御するフックを含む設定
ファイルです。サンプルファイ
ルindex.html、、install_dependencies.shお
よびを使用し
てstart_server.shstop_server.sh、Apache 
でホストされている Web サイ
トを更新できます。これらは一
例です。 GitHub リポジトリ内
のコードを使用して、あらゆる
タイプのアプリケーションをデ
プロイできます。 CodeCommit 
ファイルがリポジトリにプッ
シュされると、目に見えないパ
イプラインが自動的に開始され
ます。展開結果については、 
CodeBuild CodeDeploy およびコ
ンソールで個々のフェーズの結
果を確認してください。

関連リソース
• はじめに (AWS CDK ドキュメント)
• Cloud Development Kit (CDK) の紹介 (AWS ワークショップスタジオ)
• AWS CDK ワークショップ

Sophos ウェブプロキシ UTM とアウトバウンド
ゲートウェイを AWS にデプロイ

作成者:マーク・サルキエヴィッチ (AWS)

環境: PoC またはパイロット ソース: セキュリティ ターゲット: AWS 上のソフォス
ウェブプロキシ UTM

R タイプ: 該当なし テクノロジー: インフラストラク
チャ、セキュリティ、アイデン
ティティ、コンプライアンス

概要
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスは、多くの場合、ソフトウェアリポジトリや
ウェブサービスなどの外部リソースへのアクセスを必要とします。多くの組織では、許可された Web サ
イトへのインターネット接続を制限する必要があります。Web フィルタリングプロキシは、インターネッ
トアクセスの Web ポリシーを適用するためによく使用されます。 
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このパターンでは、AWS Marketplace で入手可能な Sophos 統合脅威管理 (UTM) 仮想アプライアンスを
使用して、EC2 インスタンスに透過的なアウトバウンドプロキシを提供します。代替の Web プロキシソ
リューションでは、Squid や Apache Traffic Server などのオープンソースソリューションを使用する場合
がありますが、これらはこのパターンの範囲外です。 

Sophos UTM は、ファイアウォール、侵入防止システム (IPS)、仮想プライベートネットワーク 
(VPN)、Web フィルタリングなど、複数のセキュリティ機能を提供します。Sophos Outbound Gateway 
は、分散型の耐障害性アーキテクチャにより、アウトバウンドウェブトラフィックの可視化、ポリシーの
適用、柔軟なスケーラビリティを実現します。 

このパターンは、Virtual Private Cloud (VPC) からの AWS API 呼び出しを許可するというユースケースの 
1 つのガイダンスを提供します。このパターンでは、Sophos UTM の一般的なインストールおよびソフト
ウェア設定タスクは対象外です。一般的なガイダンスとベストプラクティスについては、Sophos UTM on 
AWS 管理ガイドを参照してください。 

このパターンでは、以下のソフォスソフトウェアを使用します。 

• Sophos UTM 9 仮想アプライアンス — Sophos UTM は、AWS のインフラストラクチャを保護す
るのに役立つセキュリティプラットフォームです。Sophos UTM には、次世代ファイアウォール 
(NGFW)、Web アプリケーションファイアウォール (WAF)、侵入防止システム (IPS)、高度脅威対策 
(ATP) など、複数のセキュリティツールが用意されています。

• Sophos UTM コントローラー (クイーン) — コントローラーは UTM ワーカーに管理制御と設定管理を提
供する UTM インスタンスです。

• Sophos UTM Worker — UTM ワーカーは、Controller 内で設定されたポリシーに基づいて、アウトバウ
ンドゲートウェイからの汎用ルーティングカプセル化 (GRE) トンネルを終了し、トラフィックを宛先に
プロキシ処理します。

• AWS 上の Sophos Outbound Gateway (OGW) — OGW は、クライアントがプロキシ経由で接続する必
要があるアベイラビリティーゾーン内にあるインスタンスです。

このパターンは、ソフォスが AWS と共同で開発した AWS クイックスタートを利用しています。ソフォ
スは AWS パートナーです。 

前提条件と制限
前提条件

• Sophos UTM に使用したいライセンスモデルを決定してください。オプションは時間単位と自分のライ
センス使用 (BYOL、BYOL、BYOL、BYOL、BYOL、BYOL) BYOL オプションを使用する場合は、ライ
センスファイルが必要です。

• アクティブな AWS アカウントがあること、およびアカウント制限により 2 つの VPC と 1 つの Elastic 
IP アドレスをプロビジョニングできることを確認してください。

• プロキシ、アプリケーション VPC、サブネットに使用する CIDR 範囲を指定します。
• Sophos UTM を管理するには、ブラウザから TCP ポート 4444 にアクセスする必要があります。

アウトバウンドプロキシソリューションに関する考慮事項

アウトバウンドプロキシソリューションは広く使用されていますが、アーキテクチャにプロキシを実装
する前に考慮すべき点があります。Sophos Web フィルタリングエンジンはトランスペアレントモードま
たはスタンダードモードで動作します。デプロイモードに関係なく、クライアントアプリケーションが 
Secure Sockets Layer /トランスポート層セキュリティ (SSL/TLS) エンドポイントに安全にアクセスする
には、サーバー名インジケーター (SNI) 仕様をサポートするか、SSL 復号化を採用して署名認証局 (CA) 
を配布する必要があります。ソフォスのナレッジベースの記事で説明されているように、クライアントに
伝えます。さらに、標準モードでは、クライアントアプリケーションを「プロキシ対応」にし、Sophos 
Outbound Gateway 経由で明示的にリクエストを送信する必要があります。ソフォスでは、送信元 IP また
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は宛先 IP によるフィルタリングをバイパスする機能など、トラフィックを制御するための追加オプション
を提供しています。この点やその他の考慮事項について詳しくは、『Sophos UTM 管理ガイド』を参照し
てください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスソフォス Web プロキシ UTM

ターゲットテクノロジースタック

• AWS 上のソフォスウェブプロキシ UTM 

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

これは、オンプレミスデータセンターのホストから EC2 インスタンスへの簡単なソフトウェア再配置で
す。 次の図は、Sophos アウトバウンドゲートウェイが GRE を使用して VPC 間のアウトバウンドネット
ワークトラフィックをトンネリングする方法を示しています。 

次の図は、AWS のアーキテクチャを詳細に表示しています。 このパターンでは、Sophos UTM コント
ローラー、Sophos UTM ワーカー、および AWS 上の Sophos アウトバウンドゲートウェイを含む高可用
性アーキテクチャを使用しています。合計で 7 つのインスタンスをデプロイします。これには、1 つのコ
ントローラー、1 つの Auto Scaling グループ内の 2 つのワーカー、2 つのアウトバウンドゲートウェイ、1 
つの拠点ホスト、1 つのクライアントテスト EC2 インスタンスが含まれます。クライアントのプロキシ
サービスを一元化するために、Controller と Worker は専用 VPC にデプロイされます。 

このパターンでは、プロキシクライアント用にアプリケーション VPC を 1 つ追加します。AWS のアウト
バウンドゲートウェイもアプリケーション VPC にデプロイされ、クライアントからの接続をサポートしま
す。最後に、拠点ホストとテスターインスタンスがアプリケーション VPC にデプロイされます。これらの
インスタンスを使用して、アウトバウンドウェブプロキシ機能をテストし、慣れ親しむことができます。 

Tools
• クイックスタート: AWS 上のソフォスアウトバウンドウェブプロキシ
• ソフォス UTM コンソール

叙事詩
クイックスタートの評価と導入

タスク 説明 必要なスキル

必要に応じてクイックスタート
を起動します。

展開前の手順については、ク
イックスタート展開ガイド (「参
考資料とヘルプ」セクションを
参照) を参照し、表示されたリン
クからクイックスタートを起動
します。
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タスク 説明 必要なスキル

その他の要件がある場合は、ク
イックスタートをカスタマイズ
して起動します。

GitHub リポジトリから AWS 
CloudFormation テンプレートを
ダウンロードし (「参考資料とヘ
ルプ」セクションを参照)、ニー
ズに合わせて変更して、カスタ
マイズしたテンプレートを起動
します。

 

デプロイを検証します。 デプロイ後およびテストの手順
については、クイックスタート
デプロイガイドを参照してくだ
さい。

 

関連リソース
ソフォス

• ソフォス UTM on AWS 管理ガイド 
• ソフォスナレッジベース 
• ソフォステクニカルSupport 

AWS クイックスタート

• クイックスタート: AWS 上の Sophos アウトバウンドウェブプロキシ (データシートとデプロイガイド) 
• クイックスタート: AWS 上の Sophos アウトバウンドウェブプロキシ ( GitHub リポジトリ内のソース

コード)
• AWS クイックスタートカタログ 

プライベート静的 IP を使用して Amazon EC2 に 
Cassandra クラスターをデプロイすることで、リバ
ランシングを回避できます。

ディピン・ジェイン (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット ソース: オンプレミスVM ターゲット: Amazon EC2

R タイプ: リホスト ワークロード: オープンソース テクノロジー: インフラストラク
チャ、データベース、移行

AWS サービス: Amazon EC2

概要
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのプライベート IP アドレスが保持されま
す。ただし、プライベート IP は、Amazon Machine Image (AMI) のアップグレード中など、計画的または
予期しないシステムクラッシュ時に変更される可能性があります。シナリオによっては、プライベート静
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的IPを保持することで、ワークロードのパフォーマンスと回復時間を向上させることができます。たとえ
ば、Apache Cassandra シードノードに静的 IP アドレスを使用すると、クラスターの再バランシングオー
バーヘッドが発生するのを防ぐことができます。 

このパターンは、EC2 インスタンスにセカンダリ elastic network interface アタッチして、再ホスト中に 
IP アドレスを静的に保つ方法を示しています。このパターンはCassandraクラスターに焦点を当てていま
すが、この実装はプライベート静的IPの恩恵を受けるあらゆるアーキテクチャに使用できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなアマゾンウェブサービス (AWS) アカウント

製品バージョン

• DataStax バージョン 5.11.1
• オペレーティングシステム: Ubuntu 16.04.6 LTS

アーキテクチャ
ソースアーキテクチャ

ソースは、オンプレミスの仮想マシン (VM) 上の Cassandra クラスターでも、AWS クラウド内の EC2 イ
ンスタンスでもかまいません。次の図に、2 つ目のシナリオを示します。この例には、3 つのシードノー
ドと 1 つの管理ノードという 4 つのクラスターノードが含まれています。ソースアーキテクチャでは、各
ノードには単一のネットワークインターフェイスが接続されています。

ターゲットアーキテクチャ

デスティネーションクラスターは、次の図に示すように、各ノードにセカンダリ elastic network interface 
がアタッチされた EC2 インスタンスでホストされます。

自動化とスケーリング

AWS ナレッジセンターのビデオで説明されているように、2 つ目のelastic network interface を EC2 Auto 
Scaling グループに自動的にアタッチすることもできます。

叙事詩
カサンドラクラスターを設定する Amazon EC2

タスク 説明 必要なスキル

EC2 ノードを起動して 
Cassandra クラスターをホスト
します。

Amazon EC2 コンソール
で、AWS アカウントの Ubuntu 
ノード用に 4 つの EC2 インスタ
ンスを起動します。Cassandra
クラスターには3つの（シー
ド）ノードが使用され、 
DataStax 4番目のノードは
Enterprise（DSE）をインストー

クラウドエンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ルするクラスター管理ノードと
して機能します OpsCenter。手
順については、Amazon EC2 の
ドキュメントを参照してくださ
い。

ノード通信を確認します。 4 つのノードがデータベースと
クラスタ管理ポートを介して相
互に通信できることを確認しま
す。

ネットワークエンジニア

OpsCenter 管理ノードにDSEを
インストールします。

管理ノード上のDebianパッケー
ジからDSE OpsCenter 6.1をイン
ストールします。手順について
は、DataStax ドキュメントを参
照してください。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

セカンダリネットワークイン
ターフェイスを作成します。

Cassandra は、そのノードの 
EC2 インスタンスの IP アドレ
スに基づいて、各ノードのユニ
バーサルユニーク識別子 (UUID) 
を生成します。この UUID は、
リング上に仮想ノード (vnode) 
を分散させるために使用されま
す。Cassandra を EC2 インスタ
ンスにデプロイすると、IP アド
レスは作成時に自動的にインス
タンスに割り当てられます。 計
画的または計画外の停止が発生
した場合、新しい EC2 インスタ
ンスの IP アドレスが変更され、
データ分散が変更され、リング
全体のバランスを調整する必要
があります。これは望ましくあ
りません。割り当てられた IP 
アドレスを維持するには、固定 
IP アドレスのセカンダリ elastic 
network interface を使用します。

1. Amazon EC2 コンソールで、
[ネットワークインターフェイ
ス]、[ネットワークインター
フェイスの作成] を選択しま
す。

2. [Subnet] に、EC2 インスタン
スを作成したサブネットを選
択します。

3. [プライベート IPv4 アドレス] 
で、[自動割り当て] を選択し
ます。

4. [セキュリティグループ] で、
セキュリティグループを選択
し、[ネットワークインター
フェイスの作成] を選択しま
す。

ネットワークインターフェイス
の作成に関する詳細について
は、Amazon EC2 ドキュメント
を参照してください。

クラウドエンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

セカンダリネットワークイン
ターフェイスをクラスターノー
ドに接続します。

1. Amazon EC2 コンソールで、
[インスタンス] を選択しま
す。

2. 前に作成した EC2 インスタン
スのチェックボックスをオン
にします。

3. [Actions (アクション)]、
[Networking (ネットワーク)]、
[Attach Network Interface 
(ネットワークインターフェイ
スのアタッチ)] の順に選択し
ます。

4. 前のステップで作成したネッ
トワークインターフェイスを
選択し、[Attach] をクリックし
ます。

ネットワークインターフェイ
スのアタッチの詳細について
は、Amazon EC2 ドキュメント
を参照してください。

クラウドエンジニア

Amazon EC2 にルートを追加し
て、非対称ルーティングに対処
します。

2 つ目のネットワークインター
フェイスを接続すると、ネッ
トワークは非対称ルーティング
を実行する可能性が非常に高く
なります。これを避けるには、
新しいネットワークインター
フェースにルートを追加できま
す。

非対称ルーティングの詳細な説
明と修正方法については、AWS
ナレッジセンターのビデオ
またはマルチホームサーバー
での非対称ルーティングの克
服 (Linux Journal by Patrick 
McManus、2004 年 4 月 5 日の
記事) を参照してください。

ネットワークエンジニア

DNS エントリを更新して、セ
カンダリネットワークインター
フェイス IP を指すようにしま
す。

ノードの完全修飾ドメイン名 
(FQDN) を指定します。

ネットワークエンジニア

OpsCenterDSEを使用して
Cassandraクラスターをインス
トールおよび構成します。

クラスターノードにセカンダリ
ネットワークインターフェイス
が用意できたら、Cassandra ク
ラスターをインストールして構
成できます。

DBA
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ノード障害からのクラスターの回復

タスク 説明 必要なスキル

クラスターシードノードの AMI 
を作成します。

ノードに障害が発生した場合に
データベースバイナリを使用し
てノードを復元できるように、
ノードのバックアップを作成し
ます。手順については、Amazon 
EC2 ドキュメントの「AMI を作
成する」を参照してください。

Backup 管理者

ノード障害からの回復。 障害が発生したノードを AMI か
ら起動された新しい EC2 イン
スタンスと交換し、障害が発生
したノードのセカンダリネット
ワークインターフェイスを接続
します。

Backup 管理者

Cassandra クラスターが正常で
あることを確認します。

交換用ノードが起動した
ら、DSEでクラスターの状態を
確認します OpsCenter。

DBA

関連リソース
• DebianパッケージからのDSE OpsCenter 6.1のインストール (DataStax ドキュメンテーション)
• Ubuntu EC2 インスタンスでセカンダリネットワークインターフェイスを動作させる方法 (AWS ナレッ

ジセンターのビデオ)
• Amazon EC2 で Apache カサンドラを実行する場合のベストプラクティス (AWS ブログ記事)

AWS KMS キーのキー状態が変更されたときに 
Amazon SNS 通知を受け取る

Shubham Harsora (AWS)、アロマル・ラージ・ジャヤラジャン (AWS)、Navdeep Pareek (AWS) によって
作成されました

code repository:

• aws-kms-deletion-notification

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:インフラストラ
クチャ、 DevOpsクラウドネイ
ティブ、セキュリティ、アイデ
ンティティ、コンプライアンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス: EventBridgeアマ
ゾン、AWS KMS、Amazon SNS

概要
AWS Key Management Service (AWS KMS) キーに関連するデータやメタデータは、キーを削除すると失
われます。削除は元に戻せませんし、失われたデータ (暗号化されたデータを含む) を回復することはでき
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ません。AWS KMS キーの主要な状態へのステータスの変更を警告する通知システムを設定することで、
データの損失を防ぐことができます。

このパターンは、Amazon と Amazon Simple Notification Service (Amazon EventBridge SNS) を使用し
て AWS KMSDisabled キーのキー状態がまたはに変わるたびに自動通知を発行することで、AWS KMS 
キーのステータスの変化を監視する方法を示していますPendingDeletion。たとえば、ユーザーが AWS 
KMS キーを無効化または削除しようとすると、試行されたステータス変更の詳細が記載されたメール通知
が届きます。このパターンを使用して AWS KMS キーの削除をスケジュールすることもできます。

前提条件と制限
前提条件

• AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーがいるアクティブな AWS アカウント
• AWS KMS キー

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• アマゾン EventBridge
• AWS Key Management Service (AWS KMS)
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS KMS キーの状態の変化を検出するための自動監視および通知プロセスを構築するための
アーキテクチャを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーが AWS KMS キーの削除を無効化またはスケジュールします。
2. EventBridge DisabledPendingDeletionルールはスケジュールまたはイベントを評価します。
3. EventBridge ルールは Amazon SNS トピックを呼び出します。
4. Amazon SNS はユーザーに E メール通知メッセージを送信します。

注:電子メールメッセージは、組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。AWS KMS キーが使用され
ているエンティティに関する情報を含めることをお勧めします。これは、ユーザーが AWS KMS キーを削
除した場合の影響を理解するのに役立ちます。AWS KMS キーが削除される 1 日または 2 日前に送信され
るリマインダー E メール通知をスケジュールすることもできます。

自動化とスケール

AWS CloudFormation スタックは、このパターンが機能するために必要なすべてのリソースとサービス
をデプロイします。このパターンは、1 つのアカウントで個別に実装することも、AWS Organizations 
CloudFormation StackSets の複数の独立したアカウントや組織単位に AWS を使用して実装することもで
きます。

Tools
• AWS CloudFormation では、AWS アカウントと AWS リージョンにわたって、AWS リソースをセット

アップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、ライフサイクル全体にわたって管理することが
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できます。 CloudFormation このパターンのテンプレートには、必要なすべての AWS リソースが記述
され、 CloudFormation がユーザーに代わってこれらのリソースのプロビジョニングや設定を処理しま
す。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのリアルタイムデータに接続する
のサーバーレスのイベントバスサービスです。 EventBridge は、お客様独自のアプリケーションや AWS 
のサービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデータを AWS Lambda などのター
ゲットにルーティングします。 EventBridge イベント駆動型アーキテクチャを構築するプロセスを簡素
化します。

• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データを保護するための暗号化キーを作成および管理
します。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ
ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

Code

このパターンのコードは、AWS KMS GitHub キー無効化およびスケジュール削除の監視リポジトリにあり
ます。

叙事詩
CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリをクローンします。 次のコマンドを実行して、 
GitHub Monitor AWS KMS キー
無効化およびスケジュール削除
リポジトリをローカルマシンに
複製します。

git clone https://
github.com/aws-samples/
aws-kms-deletion-
notification

AWS 管理者、クラウドアーキテ
クト

テンプレートのパラメータを更
新します。

コードエディター
で、Alerting-KMS-
Events.yaml CloudFormation 
リポジトリから複製したテン
プレートを開き、次のパラメー
ターを更新します。

• に
はDestinationEmailAddress、SNS 
通知の受信に使用する予定の
有効なメールアドレスを入力
します。

• にSNSTopicName、SNS ト
ピックの名前を入力します。

AWS 管理者、クラウドアーキテ
クト

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

AWS 管理者、クラウドアーキテ
クト

993
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タスク 説明 必要なスキル
2. ナビゲーションペインで [ス

タックの作成] を選択し、[新
しいリソースを使用 (標準)] を
選択します。

3. 「リソースの識別」ページ
で、「次へ」を選択します。

4. [テンプレートの指定] ページ
の [テンプレートソース] で、
[テンプレートファイルのアッ
プロード] を選択します。

5. [ファイルを選択] を選
択し、Alerting-KMS-
Events.yaml GitHub 複製し
たリポジトリからファイルを
選択して、[次へ] を選択しま
す。

6. [スタック名] に、スタック名
を入力します。

7. [Submit] (送信) を選択しま
す。

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションメールを確
認します。

CloudFormation テンプレー
トが正常にデプロイされ
ると、Amazon SNS は、 
CloudFormation テンプレート
で指定した E メールアドレスに
サブスクリプションの確認メッ
セージを送信します。

通知を受け取るには、このメー
ル購読を確認する必要がありま
す。詳細については、Amazon 
SNS 開発者ガイドの「サブスク
リプションを確認する」を参照
してください。

AWS 管理者、クラウドアーキテ
クト

サブスクリプション通知をテストする

タスク 説明 必要なスキル

AWS KMS キーを無効にする。 1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS KMS 
コンソールを開きます。

2. リージョンを変更するには、
現在表示されているリージョ
ン名を選択し、切り替えする
リージョンを選択します。

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
3. ナビゲーションペイン

で、[Customer managed keys]
(カスタマーマネージドキー) 
を選択します。

4. 有効化または無効化または無
効化する AWS KMS キーの
チェックボックスをオンにし
ます。

5. AWS KMS キーを無効にする
には、[キーアクション] を選
択し、[無効にする] を選択し
ます。

サブスクリプションを検証しま
す。

Amazon SNS 通知メールを受け
取ったことを確認します。

AWS 管理者

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation スタックを削除
します。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

2. ナビゲーションペインで、
[Stacks] を選択します。

3. 以前に作成したスタックを選
択し、[削除] を選択します。

AWS 管理者

関連リソース
• AWS CloudFormation (AWS ドキュメント)
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (AWS CloudFormation ドキュメント)
• AWS でのイベント駆動型アーキテクチャの構築 (AWS ワークショップスタジオドキュメント)
• AWS Key Management Service ベストプラクティス (AWS ホワイトペーパー)
• AWS Key Management Service セキュリティベストプラクティス (AWS KMS 開発者ガイド)

追加情報
Amazon SNS はデフォルトで転送中の暗号化を行います。セキュリティのベストプラクティスに合わせ
て、AWS KMS カスタマー管理キーを使用して Amazon SNS のサーバー側の暗号化を有効にすることもで
きます。

メインフレームのモダナイゼーション: DevOps マ
イクロフォーカスを利用したAWSで
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ケビン・ヤン (AWS) によって作成されました

ソース: IBM z/OS メインフレー
ム

ターゲット: AWS R タイプ: 該当なし

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: DevOps; インフラ
ストラクチャ

AWS サービス: Amazon 
EC2; AWS CloudFormation; 
AWS CodeBuild; AWS; AWS 
CodeCommit CodeDeploy; 
AWS Systems Manager; AWS 
CodePipeline

概要
お客様の課題

メインフレームハードウェア上でコアアプリケーションを実行するOrganizations は、通常、デジタルイノ
ベーションの要求を満たすためにハードウェアをスケールアップする必要があるときに、いくつかの課題
に直面します。これらの課題には、以下の制約があります。 

• メインフレームの開発環境とテスト環境は、メインフレームのハードウェアコンポーネントに柔軟性が
なく、変更にかかるコストが高いため、拡張できません。

• 新しい開発者は従来のメインフレーム開発ツールに精通しておらず、興味もないため、メインフレーム
開発はスキル不足に直面しています。コンテナ、継続的インテグレーション/継続的デリバリー (CI/CD) 
パイプライン、最新のテストフレームワークなどの最新テクノロジーは、メインフレーム開発には使用
できません。

パターン結果

これらの課題に対処するために、Amazon Web Services (AWS) と AWS パートナーネットワーク (APN) 
パートナーである Micro Focus が協力してこのパターンを作成しました。このソリューションは、以下の
成果を達成できるように設計されています。

• 開発者の生産性が向上しました。開発者に新しいメインフレーム開発インスタンスを数分以内に提供で
きます。

• AWS クラウドを使用して、実質的に無制限の容量を持つ新しいメインフレームテスト環境を構築しま
す。

• 新しいメインフレーム CI/CD インフラストラクチャの迅速なプロビジョニング AWS でのプロビジョニ
ングは、AWS CloudFormation と AWS Systems Manager を使用することで 1 時間以内に完了できま
す。

• AWS、AWS、AWS、AWS CodeBuild、アマゾンElastic Container Registry (Amazon ECR) などのメイ
ンフレーム開発用の AWS DevOps CodeDeploy ツールのネイティブ使用。 CodeCommit CodePipeline

• 従来のウォーターフォール開発をメインフレームプロジェクトのアジャイル開発に変換します。

テクノロジーの概要

このパターンでは、ターゲットスタックには次のコンポーネントが含まれます。

論理コンポーネント 実装ソリューション 説明

ソースコードリポジトリ AccuRev マイクロフォーカス
サーバー CodeCommit、アマゾ
ン ECR

ソースコード管理 — このソ
リューションでは 2 種類のソー
スコードを使用します。 
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• メインフレームのソースコー
ド (COBOL、JCL など) 

• AWS インフラストラクチャテ
ンプレートと自動化スクリプ
ト 

どちらのタイプのソースコード
もバージョン管理が必要です
が、それぞれ異なる SCM で管
理されます。メインフレームま
たはMicro Focusエンタープラ
イズサーバーにデプロイされた
ソースコードは、Micro Focus 
AccuRev Serverで管理されま
す。AWS CodeCommit テンプ
レートと自動化スクリプトはで
管理されます。Amazon ECR は 
Docker イメージリポジトリに使
用されます。

エンタープライズデベロッパー
インスタンス

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Eclipse のMicro 
Focus Enterprise Cloud (Amazon 
EC2)

メインフレーム開発者
は、Eclipse 用 Micro Focus エ
ンタープライズデベロッパーを
使用して Amazon EC2 でコード
を開発できます。これにより、
コードの作成とテストをメイン
フレームハードウェアに頼る必
要がなくなります。 

Micro Focus ライセンス管理 Micro Focus License Manager Micro Focusのライセンス管理
とガバナンスを一元管理するた
めに、ソリューションはMicro 
Focus License Manager を使用し
て必要なライセンスをホストし
ます。

CI/CD パイプライン CodePipeline, CodeBuild, 
CodeDeploy, コンテナ内のマイ
クロフォーカスエンタープライズ
デベロッパー, コンテナ内のマイ
クロフォーカスエンタープライズ
テストサーバー, マイクロフォー
カスエンタープライズサーバー

メインフレーム開発チームに
は、コードのコンパイル、統合
テスト、回帰テストを実行する
ための CI/CD パイプラインが必
要です。AWS で、 CodePipeline 
コンテナ内のMicro CodeBuild 
Focusエンタープライズデベロッ
パーおよびエンタープライズテ
ストサーバーとネイティブに連
携できます。

前提条件と制限
前提条件

名前 説明

3270 py3270 は IBM 3270 ターミナルエミュレーター
である x3270 への Python インターフェイスで
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す。x3270 または s3270 サブプロセスに API を提
供します。

3270 x3270 は X ウィンドウシステムと Windows 用の 
IBM 3270 ターミナルエミュレータです。 開発者は
これをローカルでのユニットテストに使用できま
す。

ロボットフレームワークメインフレーム3270ライ
ブラリ

メインフレーム3270は、py3270プロジェクトに基
づくロボットフレームワークのライブラリです。

Micro Focus Verastream Micro Focus Verastreamは、モバイルアプ
リ、Webアプリケーション、SOA Webサービスの
テストと同じようにメインフレーム資産をテスト
できる統合プラットフォームです。

Micro Focus 統合機能テスト (UFT) インストーラー
とライセンス

Micro Focus統合機能テストは、ソフトウェアアプ
リケーションと環境の機能テストと回帰テストを
自動化するソフトウェアです。

Micro Focus エンタープライズサーバーのインス
トーラーとライセンス

Enterprise Serverは、メインフレームアプリケー
ションのランタイム環境を提供します。

Micro Focus エンタープライズテストサーバーのイ
ンストーラーとライセンス

Micro Focusエンタープライズ・テスト・サーバー
は、IBMのメインフレーム・アプリケーション・テ
スト環境です。

サーバー用の Micro Focus AccuRev インストー
ラーとライセンス、Windows および Linux オペ
レーティングシステム用の Micro Focus AccuRev 
インストーラーとライセンス

AccuRev ソースコード管理 (SCM) を提供します。 
AccuRev このシステムは、複数のファイルを開発
しているチームが使用するように設計されていま
す。

Eclipse インストーラー、パッチ、ライセンス用 
Micro Focus エンタープライズデベロッパー

Enterprise Developerは、メインフレーム開発者
にコア・メインフレーム・オンラインおよびバッ
チ・アプリケーションを開発および保守するため
のプラットフォームを提供します。

機能制限

• では Windows Docker イメージのビルドはサポートされていません CodeBuild。この報告された問題
には、Windows カーネル/HC チームと Docker チームからのサポートが必要です。回避策は、Systems 
Manager を使用して Docker イメージビルド・ランブックを作成することです。このパターンでは、回
避策を使用して Micro Focus Enterpise Developer for Eclipse および Micro Focus Enterprise テストサー
バーコンテナーイメージを構築します。 

• からの仮想プライベートクラウド（VPC）接続はまだWindowsでサポートされていないため、 
CodeBuild このパターンでは、Micro Focus Enterprise DeveloperおよびMicro Focus Enterprise Test 
Serverコンテナのライセンスを管理するためにMicro Focus LicLicense Manager を使用しません。

製品バージョン

• Micro Focus Enterprise S3 以降
• Micro Focus Enterprise Test Server (Micro Focus
• Micro Focus Enterprise Server (5.5 以降)
• Micro Focus AccuRev 7.x 以降
• Micro Focus エンタープライズデベロッパーおよびエンタープライズテストサーバー用 Windows Docker 

ベースイメージ:microsoft/dotnet-framework-4.7.2-runtime
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• AccuRev クライアント用の Linux Docker ベースイメージ:amazonlinux: 2

アーキテクチャ
メインフレーム環境

従来のメインフレーム開発では、開発者はメインフレームハードウェアを使用してプログラムの開発とテ
ストを行う必要があります。開発/テスト環境では 1 秒あたり 100 万命令数 (MIPS) に制限があるなどの容
量制限があり、メインフレームコンピューターで使用できるツールに頼らざるを得ません。

多くの組織では、メインフレーム開発はウォーターフォール型の開発方法論に従っており、チームは変更
のリリースに長いサイクルを要しています。これらのリリースサイクルは通常、デジタル製品開発よりも
長くなります。   

次の図は、複数のメインフレームプロジェクトがメインフレームハードウェアを開発用に共有しているこ
とを示しています。メインフレームハードウェアでは、開発環境とテスト環境をスケールアウトしてより
多くのプロジェクトに対応させるにはコストがかかります。

 

 

AWS アーキテクチャ

このパターンは、メインフレーム開発を AWS クラウドにまで拡張します。まず、 AccuRev Micro Focus 
SCMを使用してメインフレームのソースコードを AWS でホストします。その後、Micro Focus Enterprise 
Developer と Micro Focus Enterprise Test Server が AWS でメインフレームコードを構築およびテストで
きるようになります。 

次のセクションでは、パターンの 3 つの主要コンポーネントについて説明します。

1. SCM

AWS では、このパターンではMicro AccuRev Focusを使用してメインフレームソースコードのSCMワーク
スペースとバージョン管理セットを作成します。そのストリームベースのアーキテクチャにより、複数の
チームでparallel メインフレームを開発できます。変更をマージするには、 AccuRev プロモートコンセプ
トを使用します。その変更を他のワークスペースに追加するには、 AccuRev 更新コンセプトを使用しま
す。

プロジェクトレベルでは、各チームが 1 AccuRev つ以上のストリームを作成して、プロジェクトレベルの
変更を追跡できます。これらはプロジェクトストリームと呼ばれます。これらのプロジェクトストリーム
は、同じ親ストリームから継承されます。親ストリームは、さまざまなプロジェクトストリームからの変
更をマージするために使用されます。

各プロジェクトストリームはコードをにプロモートでき AccuRev、プロモートポストトリガーは AWS CI/
CD パイプラインを開始するように設定されます。プロジェクトストリームの変更が成功したビルドを親
ストリームに昇格させて、さらに回帰テストを行うことができます。 

通常、親ストリームはシステム統合ストリームと呼ばれます。プロジェクトストリームからシステムイン
テグレーションストリームに昇格すると、昇格後のトリガーが別の CI/CD パイプラインを起動して回帰テ
ストを実行します。

メインフレームコードに加えて、このパターンには AWS CloudFormation テンプレート、Systems 
Manager 自動化ドキュメント、およびスクリプトが含まれます。 infrastructure-as-code ベストプラクティ
スに従い、AWS ではバージョン管理されています CodeCommit。 

メインフレームコードをメインフレーム環境に同期させてデプロイする必要がある場合、 AccuRev Micro 
FocusはSCMのコードをメインフレームSCMに同期させるEnterprise Syncソリューションを提供します。
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2。 開発者環境とテスト環境

大規模な組織では、100人以上、さらには1000人を超えるメインフレーム開発者をスケーリングすること
は困難です。この制約に対処するため、このパターンでは開発に Amazon EC2 Windows インスタンスを
使用します。インスタンスには、Eclipse ツール用 Micro Focus エンタープライズデベロッパーがインス
トールされます。開発者は、メインフレームのすべてのコードテストとデバッグをインスタンス上でロー
カルで実行できます。 

AWS Systems Manager のステートマネージャーと自動化ドキュメントは、開発者インスタンスのプロビ
ジョニングを自動化するために使用されます。開発者インスタンスの作成にかかる平均時間は 15 分以内
です。以下のソフトウェアと構成が用意されています。

• AccuRev ソースコードをチェックアウトしてコミットするための Windows クライアント AccuRev
• メインフレームコードをローカルで記述、テスト、デバッグするための Eclipse ツール向け Micro Focus 

エンタープライズデベロッパー
• オープンソースのテストフレームワーク Python 動作駆動型開発 (BDD) テストフレームワーク 

Beave、py3270、およびアプリケーションをテストするスクリプトを作成するための x3270 エミュレー
タ

• エンタープライズテストサーバー Docker イメージを構築し、エンタープライズテストサーバー Docker 
コンテナでアプリケーションをテストするための Docker 開発者ツール 

開発サイクルでは、開発者は EC2 インスタンスを使用してメインフレームコードをローカルで開発および
テストします。ローカルの変更が正常にテストされると、 AccuRev 開発者は変更をサーバーにプロモート
します。 

3。 CI/CD パイプライン

このパターンでは、CI/CD パイプラインは、本番環境にデプロイする前の統合テストと回帰テストに使用
されます。 

SCM セクションで説明したように、では 2 AccuRev 種類のストリームを使用します。1 つはプロジェク
トストリームと統合ストリームです。各ストリームは CI/CD パイプラインに接続されています。 AccuRev 
サーバーと AWS を統合するために CodePipeline、 AccuRev パターンはポストプロモーションスクリプト
を使用してイベントを作成し、CI/CD を開始します。

たとえば、開発者がプロジェクトストリームに変更をプロモートすると AccuRev、 AccuRev ポストプ
ロモーションスクリプトを起動してサーバーで実行します。次に、スクリプトは変更のメタデータを 
Amazon S3 イベントを作成するために、Simple Storage Service (Amazon S3) イベントを作成するために 
Amazon S3 イベントを作成します。このイベントにより、 CodePipeline 設定済みのパイプラインの実行
が開始されます。 

統合ストリームとそれに関連するパイプラインには、同じイベント開始メカニズムが使用されます。 

CI/CD CodePipeline パイプラインでは、Micro Focus AccuRev Linux CodeBuild AccuRev クライアント
コンテナを使用してストリームから最新のコードをチェックアウトします。次に、パイプラインは Micro 
Focus Enterprise Developer Windows コンテナを使用してソースコードをコンパイルし、Micro Focus 
Enterprise Test Server Windows CodeBuild コンテナを使用してメインフレームアプリケーションをテスト
します。 CodeBuild

CI/CD パイプラインは AWS CloudFormation テンプレートを使用して構築され、ブループリントは新しい
プロジェクトに使用されます。テンプレートを使用すれば、プロジェクトが AWS で新しい CI/CD パイプ
ラインを作成するのに 1 時間もかかりません。

AWS でのメインフレームテスト機能を拡張するために、このパターンでは Micro Focus DevOps テストス
イート、Micro Focus Verastream、およびMicro Focus UFTサーバーを構築します。 DevOps 最新のツー
ルを使用することで、必要な数だけ AWS でテストを実行できます。

Micro Focus on AWS を使用したメインフレーム開発環境の例を次の図に示します。
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ターゲットテクノロジースタック

このセクションでは、パターン内の各コンポーネントのアーキテクチャを詳しく見ていきます。

1. ソースコードリポジトリ — AccuRev SCM

AccuRev Micro Focus SCMは、メインフレームのソースコードバージョンを管理するように設定されてい
ます。高可用性を実現するため、 AccuRev プライマリモードとレプリカモードをサポートします。オペ
レータは、プライマリノードでメンテナンスを実行するときに、レプリカにフェールオーバーできます。 

CI/CD パイプラインの応答速度を上げるため、パターンは Amazon CloudWatch Events を使用してソース
コードの変更を検出し、パイプラインの開始を開始します。

1. CodePipeline は Amazon S3 ソースを使用するように設定されています。
2. CloudWatch イベントルールは、ソース S3 バケットから S3 イベントをキャプチャするように設定され

ます。
3. CloudWatch イベントルールは、パイプラインのターゲットを設定します。
4. AccuRev SCM は、プロモーションの完了後にポストプロモーションスクリプトをローカルで実行する

ように構成されています。
5. AccuRev SCM はプロモーションのメタデータを含む XML ファイルを生成し、スクリプトはその XML 

ファイルをソース S3 バケットにアップロードします。
6. アップロード後、ソース S3 CloudWatch バケットはイベントルールに一致するイベントを送信し、 

CloudWatch イベントルールが実行を開始します。 CodePipeline   

パイプラインが実行されると、 AccuRev Linux CodeBuild AccuRev クライアントコンテナを使用して関連
するストリームから最新のメインフレームコードをチェックアウトするプロジェクトが開始されます。   

以下の図に、 AccuRev サーバーの設定を示しています。

2。 エンタープライズデベロッパーテンプレート 

このパターンでは Amazon EC2 テンプレートを使用して開発者インスタンスの作成を簡略化しま
す。State Manager を使用することで、ソフトウェアとライセンス設定を一貫して EC2 インスタンスに適
用できます。

Amazon EC2 テンプレートには VPC コンテキスト設定とデフォルトインスタンス設定が組み込まれてお
り、企業のタグ付け要件に従っています。テンプレートを使用することで、チームは独自の新しい開発イ
ンスタンスを作成できます。 

開発者インスタンスが起動すると、Systems Manager はステートマネージャーを使用して自動化を適用し
ます。自動化には次の一般的な手順が含まれます。

1. Micro Focus エンタープライズデベロッパーソフトウェアをインストールし、パッチをインストールし
ます。

2. Windows AccuRev 用マイクロフォーカスクライアントをインストールします。
3. AccuRev 開発者がストリームに参加できるように、事前に設定されたスクリプトをインストールしま

す。Eclipse ワークスペースを初期化します。
4. x3270、py3270、Docker などの開発ツールをインストールします。
5. Micro Focus License Managerロードバランサーを指すようにライセンス設定を構成します。

次の図は、Amazon EC2 テンプレートによって作成されたエンタープライズ開発者インスタンスと、State 
Manager によってインスタンスに適用されたソフトウェアと設定を示しています。エンタープライズ開発
者インスタンスは、Micro Focus License Manager に接続してライセンスをアクティベートします。
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3。  CI/CD パイプライン

AWS アーキテクチャセクションで説明したように、パターンにはプロジェクトレベルの CI/CD パイプラ
インとシステム統合パイプラインがあります。各メインフレームプロジェクトチームは、プロジェクトで
開発しているプログラムを構築するためのパイプラインまたは複数の CI/CD パイプラインを作成します。
これらのプロジェクト CI/CD パイプラインは、 AccuRev 関連するストリームからソースコードをチェッ
クアウトします。 

プロジェクトチームでは、 AccuRev 開発者は関連するストリームでコードを宣伝します。次に、プロモー
ションによってプロジェクトパイプラインが開始され、コードを作成して統合テストを実行します。 

各プロジェクトの CI/CD パイプラインでは、Micro Focus エンタープライズデベロッパーツールの 
Amazon ECR イメージと Micro Focus エンタープライズテストサーバーツール Amazon ECR CodeBuild 
イメージを含むプロジェクトを使用します。 

CodePipeline CI/CDS パイプラインの作成に使用されます。 CodeBuild CodePipeline 前払い料金や契約
がないため、お支払いは実際に使用した分のみです。 CodeBuild メインフレームハードウェアと比較し
て、AWS ソリューションはハードウェアプロビジョニングのリードタイムを大幅に短縮し、テスト環境の
コストを削減します。

最新の開発では、複数のテスト方法が使用されています。たとえば、テスト駆動開発 (TDD)、BDD、ロ
ボットフレームワークなどです。このパターンにより、開発者はこれらの最新ツールをメインフレーム
テストに使用できます。たとえば、x3270、py3270、および Behas python テストツールを使用すること
で、オンラインアプリケーションの動作を定義できます。これらの CI/CD パイプラインでは、ビルドメイ
ンフレーム 3270 ロボットフレームワークを使用することもできます。

以下の図に、チームストリーム CI/CD パイプラインを示しています。 

次の図は、Mainframe3270 CodePipeline ロボットフレームワークによって作成されたプロジェクト CI/CD 
テストレポートを示しています。

次の図は、Py3270 と Behas BDD CodePipeline で作成されたプロジェクト CI/CD テストレポートを示し
ています。

プロジェクトレベルのテストに合格すると、テストされたコードは手動で AccuRev SCM の統合ストリー
ムに昇格されます。チームがプロジェクトパイプラインのテスト対象範囲に自信を持てば、このステップ
を自動化できます。

コードがプロモートされると、システムインテグレーション CI/CD パイプラインはマージされたコードを
チェックアウトし、リグレッションテストを実行します。マージされたコードは、すべてのparallel プロ
ジェクトストリームからプロモートされます。

テスト環境がどの程度きめ細かく求められるかに応じて、お客様は、UAT、Pre-Productionなど、さまざ
まな環境でより多くのシステムインテグレーションCI/CDパイプラインを使用できます。 

このパターンでは、システム統合パイプラインで使用されるツールは、マイクロフォーカスエンタープラ
イズテストサーバー、マイクロフォーカスUFTサーバー、およびマイクロフォーカスVerastreamです。こ
れらのツールはすべて Docker コンテナにデプロイして使用できます CodeBuild。

メインフレームプログラムのテストが成功すると、アーティファクトはバージョン管理とともに S3 バ
ケットに保存されます。 
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次の図は、システム統合 CI/CD パイプラインを示しています。

 

アーティファクトがシステムインテグレーションCI/CDパイプラインで正常にテストされたら、本番環境
へのデプロイにプロモートできます。 

ソースコードをメインフレームにデプロイする必要がある場合、Micro Focusはソースコードをメインフ
レームエンデバーに同期させるEnterprise Syncソリューションを提供します。 AccuRev

次の図は、アーティファクトをMicro FocusエンタープライズサーバーにデプロイするプロダクションCI/
CDパイプラインを示しています。この例では、テスト済みのメインフレームアーティファクトのMicro 
Focus Enterprise CodeDeploy Serverへの導入を調整します。

CI/CD パイプラインのアーキテクチャ説明に加えて、 CodeBuild およびでのメインフレームアプリケー
ションのテストの詳細については、AWS DevOps ブログ記事「Micro Focus Enterprise Suite を使用して 
AWS で何千ものメインフレームテストを自動化する」も参照できます CodePipeline。AWS でメインフ
レームテストを行う際のベストプラクティスと詳細については、ブログ投稿を参照してください。

Tools
Tools

AWS 自動化ツール

• AWS CloudFormation
• CloudWatch アマゾンイベント
• AWS CodeBuild
• AWS CodeDeploy
• AWS CodePipeline
• Amazon ECR
• Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Secrets Manager
• AWS Systems Manager

マイクロフォーカスツール

• Eclipse 向けマイクロ・フォーカス・エンタープライズ・デベロッパー
• Micro Focus エンタープライズテストサーバー
• Micro Focus エンタープライズサーバー (プロダクションデプロイメント)
• マイクロフォーカス AccuRev
• マイクロフォーカLicense Manager
• マイクロフォーカス Verastream ホストインテグレーター
• マイクロフォーカス UFT ワン

その他のツール

• 3270
• 3270
• ロボット-フレームワーク-メインフレーム-3270-ライブラリ
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https://admhelp.microfocus.com/uft/en/15.0-15.0.1/UFT_Help/Content/Resources/_TopNav/_TopNav_Home.htm
https://pypi.org/project/py3270/
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エピック
AccuRev SCM インフラストラクチャの作成

タスク 説明 必要なスキル

AWS を使用してプライマリ 
AccuRev SCM CloudFormation 
サーバーをデプロイします。

  AWS CloudFormation

AccuRev 管理者ユーザーを作成
します。

AccuRev SCM サーバーにログイ
ンし、CLI コマンドを実行して管
理者ユーザーを作成します。

AccuRev SCM サーバー管理者

AccuRev ストリームを作成しま
す。

AccuRev 上位ストリームを継承
するストリームを順番に作成し
ます。プロダクション、システ
ムインテグレーション、チーム
ストリーム。

AccuRev SCM アドミニストレー
ター

AccuRev 開発者ログインアカウ
ントを作成します。

AccuRev SCM CLIコマンドを使
用して、 AccuRev メインフレー
ム開発者用のユーザーログイン
アカウントを作成します。

AccuRev SCM アドミニストレー
ター

Enterprise Developer（Enterprise Developer Amazon EC2 起動テンプレートの作
成

タスク 説明 必要なスキル

AWS を使用して Amazon EC2 
CloudFormation 起動テンプレー
トをデプロイします。

AWS CloudFormation を使用し
て、Micro Focus エンタープライ
ズデベロッパーインスタンス用
の Amazon EC2 起動テンプレー
トをデプロイします。このテン
プレートには、Micro Focus エン
タープライズデベロッパーイン
スタンスの Systems Manager 自
動化ドキュメントが含まれてい
ます。

AWS CloudFormation

Amazon EC2 テンプレートから
エンタープライズデベロッパー
インスタンスを作成します。

  AWS コンソールログインとメイ
ンフレーム開発者スキル

Micro Focus エンタープライズデベロッパーツール Docker イメージの作成

タスク 説明 必要なスキル

Micro Focus エンタープライズデ
ベロッパーツール Docker イメー
ジを作成します。

Docker コマンドと Micro Focus 
エンタープライズデベロッパー

Docker
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ツール Dockerfile を使用して 
Docker イメージを作成します。

Docker Repostorage を Amazon 
ECR に付与します。

Amazon ECR コンソール
で、Micro Focus エンタープライ
ズデベロッパー Docker イメージ
のリポジトリを作成します。

Amazon ECR

Micro Focus Enterprise 
Enterprise Developer Enterprise 
Developer Enterprise Developer 
Enterprise De

Docker push コマンドを実行して
エンタープライズデベロッパー
ツールの Docker イメージをプッ
シュし、Amazon ECR の Docker 
リポジトリに保存します。

Docker

Micro Focus エンタープライズテストサーバー Docker イメージの作成

タスク 説明 必要なスキル

Micro Focus エンタープライズテ
ストサーバー Docker イメージを
作成します。

Docker コマンドと Micro Focus 
エンタープライズテストサー
バー Dockerfile を使用して 
Docker イメージを作成します。

Docker

Docker Repostorage を Amazon 
ECR に付与します。

Amazon ECR コンソール
で、Micro Focus エンタープライ
ズテストサーバー Docker イメー
ジ用の Amazon ECR リポジトリ
を作成します。

Amazon ECR

Micro Focus Enterprise S3 
Enterprise S3 Enterprise S3 
Enterprise Test Enterprise S3

Docker push コマンドを実行し
て、エンタープライズテスト
サーバーの Docker イメージを
プッシュして Amazon ECR に保
存します。

Docker

チームストリーム CI/CD パイプラインの作成

タスク 説明 必要なスキル

AWS CodeCommit リポジトリを
作成します。

CodeCommit コンソールで、
インフラストラクチャと AWS 
CloudFormation コード用の Git 
ベースのリポジトリを作成しま
す。

AWS CodeCommit

AWS CloudFormation 
CodeCommit テンプレートと自
動化コードをリポジトリにアッ
プロードします。

Git push コマンドを実行し
て、AWS CloudFormation テンプ
レートと自動化コードをリポジ
トリにアップロードします。

Git

を使用してチームストリーム CI/
CD CloudFormation パイプライ
ンをデプロイします。

準備した AWS CloudFormation 
テンプレートを使用して、チー

AWS CloudFormation
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ムストリーム CI/CD パイプライ
ンをデプロイします。

システムインテグレーションCI/CD パイプラインの作成

タスク 説明 必要なスキル

マイクロフォーカス UFT Docker 
イメージを作成します。

Docker コマンドとマイクロ
フォーカス UFT Dockerfile を
使用して、マイクロフォーカス 
Docker イメージを作成します。

Docker

マイクロフォーカス UFT イメー
ジ用の Docker リポジトリを 
Amazon ECR に作成します。

Amazon ECR コンソールで、マ
イクロフォーカス UFT イメージ
の Docker リポジトリを作成しま
す。

Amazon ECR

Micro Focus UFocus UFT Docker 
イメージを Amazon ECR にプッ
シュします。

Docker push コマンドを実行し
て、エンタープライズテスト
サーバーの Docker イメージを
プッシュして Amazon ECR に保
存します。

Docker

マイクロフォーカス Verastream 
Docker イメージを作成します。

Docker コマンドと Micro Focus 
Verastream Dockerfile を使用し
て Docker イメージを作成しま
す。

Docker

マイクロフォーカス Verastream 
イメージ用の Docker リポジトリ
を Amazon ECR に作成します。

Amazon ECR コンソールで、マ
イクロフォーカス Verastream イ
メージの Docker リポジトリを作
成します。

Amazon ECR

を使用してシステム統合 CI/CD 
CloudFormation パイプラインを
デプロイします。

準備した AWS CloudFormation 
テンプレートを使用して、シス
テム統合 CI/CD パイプラインを
デプロイします。

AWS CloudFormation

本番環境のデプロイ CI/CD パイプラインの作成

タスク 説明 必要なスキル

AWS クイックスタートを使用し
て Micro Focus エンタープライ
ズサーバーをデプロイします。

AWSを使用してMicro Focus
エンタープライズサー
バーをデプロイするには 
CloudFormation、AAWS クイッ
クスタートでMicro Focusエン
タープライズサーバーを起動し
ます。

AWS CloudFormation

本番環境のデプロイ CI/CD パイ
プラインをデプロイします。

AWS CloudFormation コンソール
で、AWS CloudFormation テンプ
レートを使用してプロダクショ

AWS CloudFormation
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ンデプロイ CI/CD パイプライン
をデプロイします。

関連リソース
リファレンス:

• AWS DevOps ブログ-Micro Focus エンタープライズスイートで AWS での何千ものメインフレームテス
トを自動化しましょう

• py3270/py3270 GitHub リポジトリ
• GitHub Altran-PT-GDC/ロボットフレームワーク-メインフレーム-3270-ライブラリリポジトリ
• ビヘイブへようこそ！
• APN パートナーブログ-タグ: マイクロFocus
• 起動テンプレートからのインスタンスの起動

AWS Marketplace

• マイクロフォーカス UFT ワン

AWS クイックスタート

• AWS 上のマイクロフォーカスエンタープライズサーバー

非ワークロードサブネットのマルチアカウント 
VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節約

アダム・スパイサー (AWS) によって作成されました

コードリポジトリ:

• ルーティング不可能なセカン
ダリ CIDR パターン

環境: 本番稼働用 テクノロジー: インフラ DevOps; 
管理とガバナンス; ネットワーク

AWS サービス: AWS Transit 
Gateway、Amazon VPC、Elastic 
Load Balancing (ELB)

概要
Amazon Web Services（AWS）は、トランジットゲートウェイアタッチメントとゲートウェイLoad
Balancer エンドポイント（AWS Network Firewall またはサードパーティアプライアンスをサポートするた
め）の両方に仮想プライベートクラウド（VPC）の専用サブネットを使用することを推奨するベストプラ
クティスを公開しています。これらのサブネットは、これらのサービスのエラスティックネットワークイ
ンターフェイスを含めるために使用されます。AWS Transit Gateway とゲートウェイLoad Balancer の両
方を使用する場合、VPC の各アベイラビリティーゾーンに 2 つのサブネットが作成されます。VPC の設
計方法により、これらの余分なサブネットは /28 マスクより小さくすることはできず、ルーティング可能
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前提条件と制限

なワークロードに使用できる貴重なルーティング可能な IP スペースを消費する可能性があります。このパ
ターンは、ルーティング可能な IP スペースを節約するために、これらの専用サブネットにルーティング不
可能なセカンダリクラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 範囲を使用する方法を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• ルーティング可能な IP スペースを実現するマルチ VPC 戦略
• 使用しているサービスのルーティング不能な CIDR 範囲 (トランジットゲートウェイアタッチメントと

ゲートウェイLoad Balancer またはNetwork Firewall エンドポイント)

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

このパターンには 2 つのリファレンスアーキテクチャが含まれます。1 つのアーキテクチャにはトラン
ジットゲートウェイ (TGW) アタッチメントとゲートウェイLoad Balancer エンドポイント (GWLBE) 用の
サブネットがあり、もう 1 つのアーキテクチャには TGW アタッチメントのみのサブネットがあります。

アーキテクチャ 1 ‒ アプライアンスへの入力ルーティングを備えた TGW 接続 VPC

次の図は、2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる VPC のリファレンスアーキテクチャを示していま
す。入力時には、VPC は入力ルーティングパターンを使用して、bump-in-the-wire パブリックサブネット
宛てのトラフィックをファイアウォール検査用のアプライアンスに転送します。TGW アタッチメントは、
プライベートサブネットから別の VPC への出力をサポートします。

このパターンでは、TGW アタッチメントサブネットと GWLBE サブネットにルーティング不能な CIDR 
範囲を使用します。TGW ルーティングテーブルでは、このルーティング不能な CIDR は、より具体的な
ルートのセットを使用してブラックホール（静的）ルートで設定されます。ルートが TGW ルーティング
テーブルに伝播される場合、これらのより具体的なブラックホールルートが適用されます。

この例では、/23 ルーティング可能な CIDR は分割され、ルーティング可能なサブネットに完全に割り当
てられます。

アーキテクチャ 2 — TGW アタッチされた VPC

次の図は、2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる VPC の別のリファレンスアーキテクチャを示して
います。TGW アタッチメントは、プライベートサブネットから別の VPC へのアウトバウンドトラフィッ
ク (下り) をサポートします。ルーティング不能な CIDR 範囲は TGW 添付ファイルサブネットにのみ使用
されます。TGW ルーティングテーブルでは、このルーティング不能な CIDR は、より具体的なルートの
セットを使用してブラックホールルートで設定されます。ルートが TGW ルーティングテーブルに伝播さ
れる場合、これらのより具体的なブラックホールルートが適用されます。

この例では、/23 ルーティング可能な CIDR は分割され、ルーティング可能なサブネットに完全に割り当
てられます。

Tools
AWS のサービスとリソース

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来
のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメ

1008

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-scalable-secure-multi-vpc-network-infrastructure/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-best-design-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-best-design-practices.html
http://aws.amazon.com/blogs/apn/centralized-traffic-inspection-with-gateway-load-balancer-on-aws/
http://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/deployment-models-for-aws-network-firewall/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/new-vpc-ingress-routing-simplifying-integration-of-third-party-appliances/
http://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/introducing-aws-gateway-load-balancer-supported-architecture-patterns/
http://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/introducing-aws-gateway-load-balancer-supported-architecture-patterns/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
ベストプラクティス

リットがあります。このパターンでは、VPC セカンダリ CIDR を使用してワークロード CIDR のルー
ティング可能な IP スペースを確保します。

• インターネットゲートウェイのイングレスルーティング (エッジアソシエーション) は、ルーティング不
可能な専用サブネット用の Gateway Load Balancer エンドポイントとともに使用できます。

• AWS Transit Gateway は VPC とオンプレミスネットワークを接続する中央のハブです。このパターン
では、VPC はトランジットゲートウェイに一元的に接続され、トランジットゲートウェイのアタッチメ
ントはルーティングできない専用のサブネットに配置されます。

• ゲートウェイロードバランサは、ファイアウォール、侵入検知および防止システム、ディープパケット
インスペクションシステムなどの仮想アプライアンスをデプロイ、スケーリング、管理できます。ゲー
トウェイは、すべてのトラフィックの 1 つの入口と出口として機能します。このパターンでは、ゲート
ウェイLoad Balancer のエンドポイントは、ルーティング不可能な専用のサブネットで使用できます。

• AWS Network Firewall は、AWS クラウドで VPC のステートフルでマネージド型のネットワークファイ
アウォールおよび侵入検知および防止サービスです。このパターンでは、ファイアウォールのエンドポ
イントは、ルーティングできない専用のサブネットで使用できます。

コードリポジトリ

このパターンのランブックと AWS CloudFormation テンプレートは、 GitHub ルーティング不可能なセカ
ンダリ CIDR パターンリポジトリにあります。サンプルファイルを使用して、環境内に作業ラボを設定で
きます。

ベストプラクティス
AWS Transit Gateway

• 各 Transit Gateway VPC アタッチメントに個別のサブネットを使用します。
• ルーティング不能なセカンダリCIDR範囲から/28サブネットをトランジットゲートウェイアタッチメン

トサブネットに割り当てます。
• 各トランジットゲートウェイのルーティングテーブルに、ルーティング不能な CIDR 範囲の静的でより

具体的なルートをブラックホールとして追加します。

ゲートウェイLoad Balancer とイングレスルーティング

• イングレスルーティングを使用して、インターネットからのトラフィックを Gateway Load Balancer エ
ンドポイントに転送します。

• Gateway Load Balancer エンドポイントごとに個別のサブネットを使用します。
• ゲートウェイLoad Balancer のエンドポイントサブネットに、ルーティング不能な CIDR セカンダリ範

囲から /28 サブネットを割り当てます。

叙事詩
VPC を作成する

タスク 説明 必要なスキル

ルーティング不能な CIDR 範囲
を特定します。

トランジットゲートウェイア
タッチメントサブネット、およ
び (オプションで) ゲートウェイ
Load Balancer またはNetwork 
Firewall エンドポイントのサブ
ネットに使用する、ルーティン
グ不能な CIDR 範囲を決定しま

クラウドアーキテクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
す。この CIDR 範囲は VPC のセ
カンダリ CIDR として使用され
ます。VPC のプライマリ CIDR
範囲や大規模なネットワークか
らルーティング可能であっては
なりません。

VPC のルーティング可能な 
CIDR 範囲を決定します。

VPC に使用するルーティング可
能な CIDR 範囲のセットを決定
します。この CIDR 範囲は VPC 
のプライマリ CIDR として使用
されます。

クラウドアーキテクト

VPC を作成します。 VPC を作成し、トランジット
ゲートウェイに接続します。各 
VPC には、前の 2 つのステッ
プで決定した範囲に基づいて、
ルーティング可能なプライマリ 
CIDR 範囲とルーティング不可能
なセカンダリ CIDR 範囲が必要
です。

クラウドアーキテクト

Transit Gateway のブラックホールルートの設定

タスク 説明 必要なスキル

ルーティング不能な CIDR をよ
り具体的にブラックホールとし
て作成する。

各トランジットゲートウェイの
ルーティングテーブルには、
ルーティング不能な CIDR 用に
作成されたブラックホールルー
トのセットが必要です。これら
は、セカンダリ VPC CIDR か
らのトラフィックがルーティン
グ不能なままで、大規模なネッ
トワークに漏れることがない
ように構成されています。これ
らのルートは、VPC のセカン
ダリ CIDR として設定されてい
るルーティング不能な CIDR よ
りも具体的にする必要があり
ます。たとえば、ルーティン
グできないセカンダリのCIDR
が100.64.0.0/26の場合、トラ
ンジットゲートウェイのルー
ティングテーブルのブラック
ホールルートは100.64.0.0/27と
100.64.0.32/27でなければなりま
せん。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• ゲートウェイLoad Balancer のデプロイに関するベストプラクティス
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追加情報

• ゲートウェイLoad Balancer による分散検査アーキテクチャ
• ネットワーキングイマージョンデー ‒ インターネットから VPC へのファイアウォールラボ
• トランジットゲートウェイ設計のベストプラクティス

追加情報
ルーティング不可能なセカンダリ CIDR 範囲は、大量の IP アドレスセットを必要とする大規模なコンテナ
デプロイメントで作業する場合にも役立ちます。このパターンをプライベート NAT Gateway で使用する
と、ルーティング不可能なサブネットを使用してコンテナデプロイをホストできます。詳細については、
ブログ記事「プライベート NAT ソリューションでプライベート IP の枯渇を解決する方法」を参照してく
ださい。

マルチアカウントの AWS 環境でのハイブリッド
ネットワークの DNS 解決の設定

アミール・デュラーニによって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:インフラ; ネット
ワーク

AWS サービス:AWS 
RAM、Amazon Route 53、AWS 
Control Tower

概要
このパターンは、オンプレミスのドメインネームシステム (DNS) サービスを Amazon Route 53 Resolver 
ルバールールとアウトバウンドリゾルバーエンドポイントを使用して名前解決に使用する方法を示してい
ます。

DNS は、ネットワーク環境間の通信を確立および維持するための基本です。 ハイブリッドネットワーク
接続環境があれば、複数のアカウントや仮想プライベートクラウド (VPC) に分散環境を管理するという運
用上の負担をかけずに、DNS や Active Directory などの重要なネットワークサービスを共有できます。こ
のアプローチは、多数のアカウントにまたがるアプリケーションの構築とサポートに役立ちます。たとえ
ば、ハイブリッド接続が必要なマルチリージョンアカウントが数百または数千ある場合、AWS 組織内のす
べての接続環境で DNS サービスを安全かつ効率的に共有できます。

DNS は、アプリケーションのすべての階層 (Web、アプリケーション、データベース) 間の IP ネットワー
クに不可欠です。このリソースを設定、運用、サポートするためのフルアクセス権を DNS の専門家チー
ムのみに付与するのがベストプラクティスです。ハイブリッド接続環境では、条件付き転送を使用するこ
とで、異なるアカウントにあるリソースからの名前解決リクエストにオンプレミスの DNS を引き続き使
用できます。

このパターンは、AWS マルチアカウント環境でのハイブリッド DNS 解決を対象としています。単一アカ
ウントの場合は、「単一アカウントの AWS 環境におけるハイブリッドネットワークの DNS 解決の設定」
パターンを参照してください。

前提条件と制限
前提条件
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https://d1.awsstatic.com/architecture-diagrams/ArchitectureDiagrams/distributed-inspection-architectures-gwlb-ra.pdf?did=wp_card&trk=wp_card
https://catalog.workshops.aws/networking/en-US/gwlb/lab2-internettovpc
https://catalog.workshops.aws/networking/en-US/gwlb/lab2-internettovpc
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-best-design-practices.html
http://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/how-to-solve-private-ip-exhaustion-with-private-nat-solution/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/set-up-dns-resolution-for-hybrid-networks-in-a-single-account-aws-environment.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• ベストプラクティスに基づいており、AWS Control Tower を使用して構築された AWS マルチアカウン
ト環境です。次のセクションの図は、このような環境の一般的なアーキテクチャを示しています。

• AWS Transit Gateway を使用した、アカウントと VPC 間のスケーラブルなルーティングインフラスト
ラクチャ。

• Amazon Route 53 を使用したアウトバウンドリゾルバーエンドポイントとリゾルバールール
• AWS Resource Access Manager (AWS RAM) によるアウトバウンドリゾルバールールのリソース共有。

アーキテクチャ
AWS マルチアカウントアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

• 多数の AWS プリンシパルにわたるアウトバウンド名前解決のための既存のオンプレミス DNS インフラ
ストラクチャ 

• Route 53 リゾルバールールとアウトバウンドリゾルバーエンドポイント
• Route 53 リゾルバールールールを AWS 組織内外の他の AWS プリンシパルと共有するための AWS 

RAM

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、 end-to-end ハイブリッド DNS 解決を設定する手順を示しています。AWS RAM は Route 53 
リゾルバールールとリゾルバーエンドポイントを共有するために使用されます。これらは中央共有サービ
スアカウントで設定および管理されます。Route 53 リゾルバーエンドポイントは、オンプレミスデータセ
ンターにあるリソースに関するアウトバウンドの名前解決リクエストを受信し、そのリクエストをオンプ
レミスの DNS リゾルバーに転送するようにアベイラビリティーゾーンごとに設定されます。オンプレミ
スの DNS リゾルバーは名前解決レスポンスをアウトバウンドエンドポイントに送信し、アウトバウンド
エンドポイントはそのレスポンスを VPC リゾルバーに転送します。これらの手順では、IP end-to-end ア
ドレスの代わりにホスト名を使用して通信を確立します。

アーキテクチャを次の図に示します。

自動化とスケーリング

AWS CloudFormation テンプレートを使用して、AWS RAM 経由で Route 53 リゾルバールールを設定およ
び共有できます。 

Tools
AWS サービス

• AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、AWS 複数アカウント環境を設定して
管理できるようにします。

• AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用すると、AWS アカウント間でリソースを安全に共
有できるため、運用上のオーバーヘッドが軽減され、可視性と監査が可能になります。

• Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたDNS ウェブサービスです。

その他のツール

1012

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/getting-started-with-control-tower.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-scalable-secure-multi-vpc-network-infrastructure/transit-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
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叙事詩

• nslookup と dig は DNS レコードをクエリするためのユーティリティです。

叙事詩
リゾルバーのエンドポイントとルールの設定

タスク 説明 必要なスキル

Route 53 アウトバウンドリゾル
バーエンドポイントとルールを
設定します。

1. 設定する AWS アカウントの 
AWS マネジメントコンソール
にサインインし Route 53 す
る AWS アカウントを指定し
ます。

2. Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

3. ナビゲーションバー
で、Resolver エンドポイント
を設定するリージョンを選択
します。

4. ナビゲーションペインで [アウ
トバウンドエンドポイント] を
選択し、[エンドポイントの設
定] を選択します。

5. 一般設定、IP アドレス、オプ
ションのタグ情報を入力し、
[次へ] を選択します。

6. ネットワークに転送する DNS 
クエリのドメイン名を指定
するには、1 つまたは複数の
ルールを作成し、[Save (保存) 
を選択します。

詳細については、Route 53 ド
キュメントの「アウトバウンド 
DNS クエリのネットワークへの
転送」を参照してください。

一般的な AWS

Route 53 アウトバウンドリゾル
バールールを作成して AWS プリ
ンシパルと共有します。

1. AWS RAM コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
ram/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [リ
ソース共有] を選択し、[リ
ソース共有の作成] を選択しま
す。

3. 共有名を指定します。
4. リソースタイプには、リゾル

バールールを選択します。
5. 共有したいリゾルバールール

を選択し、オプションのタグ
キーと値の情報を入力して、
[次へ] を選択します。

一般的な AWS
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https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
https://console.aws.amazon.com/ram/
https://console.aws.amazon.com/ram/
https://console.aws.amazon.com/ram/
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
6. Resolver ルールリソースを共

有するプリンシパルを選択し
ます。プリンシパルは、AWS 
組織の内部でも外部でもかま
いません。たとえば、AWS 組
織、組織内の特定の組織単位 
(OU)、または特定のアカウン
トを選択できます。

7. リソース共有を確認し、作成
します。

リソースを作成して共有する
と、そのリソースが共有さ
れているプリンシパルのナビ
ゲーションペインの「Shared 
with me」セクションに表示さ
れます。

8. (プリンシパル) アカウントの 
VPC を、共有サービスまたは
ネットワークアカウントで共
有されているリゾルバールー
ルに関連付けます。

詳細については、AWS RAM ド
キュメントの「AWS Resource 
の共有」を参照してください。

アウトバウンド DNS 名前解決を
テストします。

リゾルバールールを共有してい
るアカウントの VPC 内のイン
スタンスで nslookup または dig
ユーティリティを使用して名前
解決をテストします。

クエリは、オンプレミスデータ
センター内にあるリソースの IP 
アドレスに解決する必要があり
ます。

一般的な AWS

関連リソース
• ハイブリッド環境におけるオンプレミス DNS の解決 (ビデオ)
• ネットワークへのアウトバウンド DNS クエリの転送 (Route 53 ドキュメント)
• AWS リソースの共有 (AWS RAM ドキュメント)

単一アカウントの AWS 環境でハイブリッドネット
ワークの DNS 解決を設定

作成者:アブドゥラヒ・オラオエ (AWS)
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https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/getting-started-sharing.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/getting-started-sharing.html
https://www.youtube.com/watch?v=_35C0RvGqeg&list=PLUah_ACfaQzX_nrPc1uylGDiWxPaZY8tI
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/getting-started-sharing.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

環境:プロダクション テクノロジー:インフラストラク
チャ

AWS サービス:Amazon Route 
53; アマゾン VPC

概要
このパターンは、管理上のオーバーヘッドなしに、オンプレミスリソース、AWS リソース、およびイン
ターネット end-to-end DNS クエリの DNS 解決を可能にする、完全にハイブリッドなドメインネームシ
ステム (DNS) アーキテクチャを設定する方法を示しています。このパターンは、ドメイン名に基づいて 
AWS から発信された DNS クエリの送信先を決定する Amazon Route 53 Resolver 転送ルールを設定する
方法を示しています。オンプレミスリソースの DNS クエリは、オンプレミスの DNS リゾルバーに転送さ
れます。AWS リソースの DNS クエリとインターネット DNS クエリは Route 53 リゾルバーによって解決
されます。

このパターンは、AWS シングルアカウント環境でのハイブリッド DNS 解決を対象としています。AWS 
マルチアカウント環境でのアウトバウンド DNS クエリの設定については、「マルチアカウント AWS 環境
でのハイブリッドネットワークの DNS 解決の設定」パターンを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• AWS アカウント
• AWS アカウントに Virtual Private Cloud (VPC)
• AWS Virtual Private Network (AWS Virtual Private Network) または AWS Direct を通じて、オンプレミス

の環境と VPC へのネットワーク接続
• オンプレミスの DNS リゾルバーの IP アドレス (VPC からアクセス可能)
• オンプレミスリゾルバーに転送するドメイン/サブドメイン名 (onprem.mydc.com など)
• AWS プライベートホストゾーンのドメイン/サブドメイン名 (たとえば、myvpc.cloud.com)

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Route 53 プライベートホストゾーン
• Amazon Route 53 Resolver
• Amazon VPC
• AWS VPN またはダイレクトConnect

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• Amazon Route 53 Resolver は、ハイブリッドクラウド全体でシームレスな DNS クエリ解決を可能にす

ることで、企業のお客様がハイブリッドクラウドをより簡単に解決できるようにします。DNS エンドポ
イントと条件付き転送ルールを作成して、オンプレミスデータセンターと VPC の間の DNS 名前空間を
解決できます。
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/set-up-dns-resolution-for-hybrid-networks-in-a-multi-account-aws-environment.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/set-up-dns-resolution-for-hybrid-networks-in-a-multi-account-aws-environment.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-getting-started.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• Amazon Route 53 プライベートホストゾーンは、Amazon Route 53 がどのように応答するかに関する情
報を保持するコンテナVPC。

叙事詩
プライベートホストゾーンを設定します

タスク 説明 必要なスキル

myvpc.cloud.com などの AWS リ
ザーブドドメイン名用に Route 
53 プライベートホストゾーンを
作成します。

このゾーンには、オンプレミス
環境から解決する必要のある 
AWS リソースの DNS レコード
が格納されています。手順につ
いては、Route 53 ドキュメント
の「プライベートホストゾーン
の作成」を参照してください。

ネットワーク管理者、システム
管理者

プライベートホストゾーンを 
VPC に関連付けます。

VPC のリソースがこのプライ
ベートホストゾーンの DNS レ
コードを解決できるようにする
には、VPC をホストゾーンに関
連付ける必要があります。手順
については、Route 53 ドキュ
メントの「プライベートホスト
ゾーンの作成」を参照してくだ
さい。

ネットワーク管理者、システム
管理者

Route 53 Resolver エンドポイントの設定

タスク 説明 必要なスキル

インバウンドエンドポイントを
作成します。

Route 53 リゾルバーは、インバ
ウンドエンドポイントを使用し
て、オンプレミスの DNS リゾル
バーから DNS クエリを受信し
ます。手順については、Route 
53 ドキュメントの「VPC へのイ
ンバウンド」を参照してくださ
い。インバウンドエンドポイン
トの IP アドレスをとめておきま
す。

ネットワーク管理者、システム
管理者

アウトバウンドエンドポイント
を作成します。

Route 53 リゾルバーは、アウト
バウンドエンドポイントを使用
してオンプレミスの DNS リゾ
ルバーに DNS クエリを送信しま
す。手順については、Route 53
ドキュメントの「アウトバウン
ド DNS クエリのネットワークへ
の転送」を参照してください。
出力エンドポイント ID を書きと
めておきます。

ネットワーク管理者、システム
管理者
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https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zones-private.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-inbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-inbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
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叙事詩

転送ルールを設定して VPC に関連付ける

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスドメインの転送
ルールを作成します。

このルールは、オンプレミスド
メイン (onprem.mydc.com など) 
のすべての DNS クエリをオンプ
レミスの DNS リゾルバーに転送
するように Route 53 リゾルバー
に指示します。このルールを作
成するには、オンプレミスの 
DNS リゾルバーの IP アドレス
と Route 53 リゾルバーのアウト
バウンドエンドポイント ID が必
要です。手順については、Route 
53 ドキュメントの「転送ルール
の管理」を参照してください。

ネットワーク管理者、システム
管理者

転送ルールを VPC に関連付けま
す。

転送ルールを有効にするには、
それを VPC に関連付ける必要が
あります。その後、Route 53 リ
ゾルバーはドメインを解決する
際にルールを考慮に入れます。
手順については、Route 53 ド
キュメントの「転送ルールの管
理」を参照してください。

ネットワーク管理者、システム
管理者

オンプレミスの DNS Resolver を設定します

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスの DNS リゾルバー
で条件付き転送を設定します。

DNS クエリをオンプレミス環境
から Route 53 プライベートホ
ストゾーンに送信するには、オ
ンプレミスの DNS リゾルバー
で条件付き転送を設定する必要
があります。これにより、DNS 
リゾルバーは、AWS ドメイン 
(myvpc.cloud.com など) のすべて
の DNS クエリを Route 53 リゾ
ルバーのインバウンドエンドポ
イント IP アドレスに転送するよ
う指示されます。

ネットワーク管理者、システム
管理者

end-to-end DNS 解決のテスト

タスク 説明 必要なスキル

AWS からオンプレミス環境への 
DNS 解決をテストします。

VPC 内のサーバーから、
オンプレミスドメイン 
(server1.onprem.mydc.com など) 
の DNS クエリを実行します。

ネットワーク管理者、システム
管理者
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https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-rules-managing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-rules-managing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-rules-managing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-rules-managing.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミス環境から AWS への 
DNS 解決をテストします。

オンプレミスサーバー
から、AWS ドメイン 
(server1.myvpc.cloud.com など) 
の DNS 解決を実行します。

ネットワーク管理者、システム
管理者

関連リソース
• Amazon Route 53 および AWS Transit Gateway を使用したハイブリッドクラウドの一元化
• Route 53 リゾルバーを使用してマルチアカウント環境での DNS 管理を簡素化 (AWS セキュリティブロ

グ)
• プライベートホストゾーンの使用 (Route 53 ドキュメント)
• Route 53 Resolver の使用開始

AWS エラスティックディザスタリカバリで Oracle 
JD Edwards EnterpriseOne のディザスタリカバリ
をセットアップ

作成者:タニガイベル・ティルマライ (AWS)

環境:プロダクション テクノロジー:インフラストラク
チャ、移行、ネットワーク

ワークロード:オラクル

AWS サービス:AWS エラス
ティックディザスタリカバ
リ、Amazon EC2

概要
自然災害、アプリケーション障害、またはサービスの中断によって引き起こされる災害は、収益を損な
い、企業アプリケーションのダウンタイムを引き起こします。このような事態の影響を軽減するには、JD 
EnterpriseOne Edwardsのエンタープライズリソースプランニング（ERP）システムやその他のミッショ
ンクリティカルでビジネスクリティカルなソフトウェアを採用する企業にとって、災害復旧（DR）の計画
が不可欠です。 

このパターンは、企業が JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの DR オプションとして AWS 
Elastic Disaster Recovery をどのように使用できるかを説明しています。 また、エラスティックディ
ザスタリカバリーのフェイルオーバーとフェイルバックを使用して、AWS クラウドの Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされているデータベースのクロスリージョン DR 戦
略を構築する手順についても概説しています。

注:このパターンでは、クロスリージョン DR 実装のプライマリリージョンとセカンダリリージョンを 
AWS でホストする必要があります。

Oracle JD EnterpriseOne Edwardsは、幅広い業界の中規模から大企業向けの統合型ERPソフトウェアソ
リューションです。
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http://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/centralized-dns-management-of-hybrid-cloud-with-amazon-route-53-and-aws-transit-gateway/
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前提条件と制限

AWS Elastic Disaster Recovery は、手頃な価格のストレージ、最小限のコンピューティング、およびリカ
バリを使用して、 point-in-time オンプレミスおよびクラウドベースのアプリケーションを迅速かつ確実に
復旧することで、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えます。

AWS には 4 つのコアな DR アーキテクチャパターンがあります。このドキュメントでは、パイロットラ
イト戦略を使用したセットアップ、構成、および最適化に焦点を当てています。この戦略は、ソースデー
タベースからデータを複製するためのレプリケーションサーバーを最初にプロビジョニングし、実際の
データベースサーバーはDRドリルとリカバリの開始時にのみプロビジョニングするという、低コストの
DR環境を構築するのに役立ちます。この戦略により、DR リージョンでデータベースサーバーを維持する
費用が不要になります。代わりに、レプリケーションサーバーとして機能する小さな EC2 インスタンスの
料金を支払います。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Oracle データベースまたは Microsoft SQL Server で実行されている JD Edwards EnterpriseOne アプ

リケーションで、サポート対象のデータベースが、管理対象の EC2 インスタンスで実行中の状態であ
ること。このアプリケーションには、1 つの AWS リージョンにインストールされているすべての JD 
Edwards EnterpriseOne 基本コンポーネント (エンタープライズサーバー、HTML サーバー、およびデー
タベースサーバー) が含まれている必要があります。

• Elastic Disaster Recovery サービスをセットアップするための AWS Identity and Access Management 
(IAM) ロール。

• Elastic Disaster Recoveryを実行するためのネットワークは、必要な接続設定に従って構成されていま
す。

機能制限

• データベースが Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) でホストされていない限り、この
パターンを使用してすべての階層を複製できます。その場合は、Amazon RDS のクロスリージョンコ
ピー機能を使用することをお勧めします。

• CloudEndure エラスティックディザスタリカバリはディザスタリカバリと互換性がありませんが、 
CloudEndure ディザスタリカバリからアップグレードできます。詳細については、Elastic Disaster 
Recovery ドキュメントのよくある質問を参照してください。

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、スナップショットを作成できるレートを制限していま
す。エラスティックディザスタリカバリを使用すると、1 つの AWS アカウントで最大 300 台のサー
バーをレプリケートできます。より多くのサーバーを複製するには、複数の AWS アカウントまたは複
数のターゲット AWS リージョンを使用できます。（Elastic Disaster Recoveryは、アカウントとリー
ジョンごとに個別に設定する必要があります。） 詳細については、Elastic Disaster Recovery ドキュメ
ントの「ベストプラクティス」を参照してください。

• ソースワークロード (JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションとデータベース) は EC2 インスタン
スでホストする必要があります。このパターンは、オンプレミスや他のクラウド環境にあるワークロー
ドをサポートしていません。

• このパターンは JD Edwards EnterpriseOne コンポーネントに焦点を当てています。完全な DR と事業
継続計画 (BCP) には、次のような他のコアサービスを含める必要があります。
• ネットワーク (仮想プライベートクラウド、サブネット、セキュリティグループ)
• アクティブディレクトリ
• アマゾン WorkSpaces
• Elastic Load Balancing
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) などのマネージドデータベースサービス
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アーキテクチャ

前提条件、設定、制限に関する追加情報については、Elastic Disaster Recoveryのドキュメントを参照して
ください。

製品バージョン

• Oracle JD Edwards EnterpriseOne （オラクルの最低技術要件に基づくオラクルとSQL Serverのサポー
トバージョン）

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• 本番用と非本番用の 1 つのリージョンと 1 つの仮想プライベートクラウド (VPC)、および DR 用の 2 つ
目のリージョン

• サーバー間のレイテンシーを低く抑える単一アベイラビリティーゾーン
• ネットワークトラフィックを分散して、複数のアベイラビリティーゾーンにわたるアプリケーションの

スケーラビリティと可用性を向上させるApplication Load Balancer
• Amazon Route 53 がドメインネームシステム (DNS) 設定を提供する
• Amazon WorkSpaces 、ユーザーにクラウドでのデスクトップ体験を提供する
• バックアップ、ファイル、オブジェクトを保存するための Amazon Simple Simple Storage Service 

(Amazon S3)
• Amazon CloudWatch によるアプリケーションのロギング、モニタリング、アラーム
• 災害復旧のための Amazon エラスティックディザスタリカバリ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Elastic Disaster EnterpriseOne Recoveryを使用したJD Edwardsのクロスリージョンディザスタ
リカバリアーキテクチャを示しています。

プロシージャ

ここでは、プロセスの概要を示します。詳細については、エピックセクションをご覧ください。

• Elastic ディザスタリカバリのレプリケーションは、最初の同期から始まります。最初の同期中に、AWS 
Replication Agent はソースディスクのすべてのデータをステージングエリアサブネットの適切なリソー
スに複製します。

• 連続レプリケーションは、最初の同期が完了した後も無期限に継続されます。
• エージェントをインストールしてレプリケーションを開始した後で、サービス固有の設定や Amazon 

EC2 起動テンプレートを含む起動パラメータを確認します。ソースサーバーがリカバリの準備ができて
いると表示されたら、インスタンスを起動できます。

• Elastic Disaster Recovery が一連の API 呼び出しを発行して起動オペレーションを開始すると、復旧イ
ンスタンスは起動設定に従って AWS ですぐに起動されます。サービスは起動時に自動的に変換サー
バーを起動します。

• 変換が完了して使用できる状態になると、新しいインスタンスは AWS で起動されます。起動時のソー
スサーバーの状態は、起動したインスタンスに関連付けられたボリュームで表されます。変換プロセス
では、インスタンスが AWS でネイティブに起動するように、ドライバー、ネットワーク、およびオペ
レーティングシステムのライセンスを変更する必要があります。

• 起動後、新しく作成されたボリュームはソースサーバと同期されなくなります。AWS Replication Agent 
は、ソースサーバーに加えられた変更をステージングエリアボリュームに定期的にレプリケートし続け
ますが、起動されたインスタンスにはそれらの変更が反映されません。
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Tools

• 新しいドリルまたはリカバリーインスタンスを開始すると、データは常にソースサーバーからステージ
ングエリアのサブネットに複製された最新の状態に反映されます。

• ソースサーバーがリカバリの準備中としてマークされたら、インスタンスを起動できます。

注:このプロセスは、プライマリ AWS リージョンから DR リージョンへのフェイルオーバーと、復旧後に
プライマリサイトへのフェイルバックという 2 つの方法で実行されます。完全に調整された方法で、ター
ゲットマシンからソースマシンへのデータ複製の方向を逆にすることで、フェイルバックに備えることが
できます。

このパターンで説明されているこのプロセスの利点は次のとおりです。

• 柔軟性:レプリケーションサーバーは、データセットとレプリケーション時間に基づいてスケールアウト
およびスケールインできるため、ソースワークロードやレプリケーションを中断することなくDRテスト
を実行できます。

• 信頼性:レプリケーションは堅牢で、無停止かつ継続的です。
• 自動化:このソリューションでは、テスト、リカバリ、フェイルバックのための統一された自動化プロセ

スが提供されます。
• コストの最適化:必要なボリュームだけをレプリケートして料金を支払うことができ、コンピューティン

グリソースの料金は、それらのリソースがアクティブ化されたときにのみ DR サイトで支払うことがで
きます。コスト最適化レプリケーションインスタンス (コンピューティング最適化インスタンスタイプ
の使用を推奨) は、複数のソースまたは大きな EBS ボリュームを持つ単一のソースに使用できます。

自動化とスケール

災害復旧を大規模に行う場合、JD EnterpriseOne Edwardsサーバは環境内の他のサーバに依存することに
なります。例:

• 起動時に JD Edwards EnterpriseOne がサポートするデータベースに接続する JD Edwards 
EnterpriseOne アプリケーションサーバーは、そのデータベースに依存しています。

• 認証が必要で、起動時にドメインコントローラーに接続してサービスを開始する必要がある JD 
Edwards EnterpriseOne サーバーは、ドメインコントローラーに依存しています。

このため、フェイルオーバータスクを自動化することをお勧めします。たとえば、AWS Lambda または 
AWS Step Functions を使用して JD Edwards EnterpriseOne の起動スクリプトを自動化したり、ロードバ
ランサーの変更を自動化したりして、 end-to-end フェイルオーバープロセスを自動化できます。詳細につ
いては、ブログ記事「AWS Elastic Disaster Recovery によるスケーラブルな災害復旧計画の作成」を参照
してください。

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルの
ストレージボリュームを提供します。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、すばやくスケールアップまたは
スケールダウンできます。

• AWS Elastic Disaster Recovery は、手頃な価格のストレージ、最小限のコンピューティング、およびリ
カバリを使用して、 point-in-time オンプレミスおよびクラウドベースのアプリケーションを迅速かつ確
実にリカバリすることで、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えます。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) では、リソースの配置、接続、セキュリティなど、仮想
ネットワーク環境を完全に制御できます。
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ベストプラクティス

ベストプラクティス
一般的なベストプラクティス

• 実際の復旧イベントが発生した場合に何をすべきかを書面で計画してください。
• Elastic Disaster Recovery を正しくセットアップしたら、必要に応じてオンデマンドで設定を作成でき

る AWS CloudFormation テンプレートを作成します。サーバーとアプリケーションを起動する順序を決
定し、これを復旧計画に記録します。

• 定期的にドリルを実施してください (Amazon EC2 の標準料金が適用されます)。
• Elastic Disaster Recoveryコンソールを使用するか、プログラムで進行中のレプリケーションの状態を監

視します。
• point-in-time スナップショットを保護し、インスタンスを終了する前に確認してください。
• AWS レプリケーションエージェントをインストールするための IAM ロールを作成します。
• 実際の DR シナリオで復旧インスタンスの終了保護を有効にします。
• 実際に復旧イベントが発生した場合でも、復旧インスタンスを起動したサーバーの Elastic Disaster 

Recovery コンソールで「AWS から接続解除」アクションを使用しないでください。接続解除を実行す
ると、 point-in-time (PIT) リカバリポイントを含む、これらのソースサーバに関連するすべてのレプリ
ケーションリソースが終了します。

• PIT ポリシーを変更して、スナップショットの保存日数を変更します。
• Elastic Disaster Recovery 起動設定で起動テンプレートを編集して、ターゲットサーバーに正しいサブ

ネット、セキュリティグループ、インスタンスタイプを設定します。
• Lambda または Step Functions を使用して JD Edwards EnterpriseOne の起動スクリプトとロードバラ

ンサーの変更を自動化することで、 end-to-end フェイルオーバープロセスを自動化します。

JD EnterpriseOne Edwardsの最適化と考慮事項

• PrintQueueデータベースに移動します。
• MediaObjectsデータベースに移動します。
• ログと一時フォルダーをバッチサーバーとロジックサーバーから除外します。
• Oracle WebLogic から一時フォルダを除外します。
• フェイルオーバー後に起動するためのスクリプトを作成します。
• SQL Server のテンプデータベースを除外します。
• Oracle 用の一時ファイルを除外します。

叙事詩
初期タスクと構成を実行

タスク 説明 必要なスキル

レプリケーションネットワーク
を設定します。

JD Edwards EnterpriseOne シス
テムをプライマリ AWS リージョ
ンに実装し、DR 対象の AWS 
リージョンを特定します。Elastic 
Disaster Recovery ドキュメント
のレプリケーションネットワー
ク要件セクションにある手順に
従って、レプリケーションと 

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
DR ネットワークの計画とセット
アップを行います。

RPO と RTO を決定します。 アプリケーションサーバーと
データベースの目標復旧時間 
(RTO) と目標復旧時間 (RPO) を
特定します。

クラウドアーキテクト、DR アー
キテクト

Amazon EFS lastic Elastic のレプ
リケーションを有効にします。

該当する場合は、AWS、rsync、
またはその他の適切なツールを
使用して、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) などの
共有ファイルシステムの AWS 
DataSync プライマリから DR 
リージョンへのレプリケーショ
ンを有効にします。

クラウド管理者

DR の場合は DNS を管理してく
ださい

DRドリルまたは実際のDR中にド
メインネームシステム (DNS) を
更新するプロセスを特定する

クラウド管理者

セットアップ用の IAM ロールを
作成します。

エラスティックディザスタリカ
バリのドキュメントの「エラス
ティックディザスタリカバリの
初期化と権限」セクションの指
示に従って、AWS サービスを初
期化し、管理するためのIAMロー
ルを作成します。

クラウド管理者

VPC ピアリング接続のセット
アップ。

ソース VPC とターゲット VPC 
がピアリングされ、相互に
アクセス可能であることを確
認します。設定手順について
は、Amazon VPC のドキュメン
トを参照してください。

AWS 管理者

Elastic Disaster Recovery レプリケーション設定の構成

タスク 説明 必要なスキル

Elastic Disaster Recovery を初期
化します。

Elastic Disaster Recovery コン
ソールを開き、ターゲット AWS 
リージョン (データをレプリケー
トして復旧インスタンスを起動
する) を選択し、[デフォルトのレ
プリケーション設定を設定] を選
択します。

AWS 管理者

レプリケーションサーバーを
セットアップします。

1. 「レプリケーションサーバー
のセットアップ」ペインで、
ステージングエリアのサブ
ネットとレプリケーション
サーバーのインスタンスタイ
プを入力します。デフォルト
では、t3.small インスタ

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ンスタイプが選択されます。
要件に基づいてこの設定を
構成し、インスタンスの価格
を考慮することを忘れないで
ください。詳細については、
「Amazon EC2 料金」を参照
してください。

2. [サービスアクセス] セクショ
ンで [詳細を表示] を選択し、
サービスにリンクされたロー
ルとサービスの初期化中に作
成された追加ポリシーを確認
します。

3. [Next] (次へ) を選択します。

ボリュームとセキュリティグ
ループを設定します。

1. ボリュームとセキュリティ
グループペインで、レプリ
ケーションサーバーの EBS 
ボリュームタイプを選択
し、Amazon EBS 暗号化をデ
フォルトに設定します。

2. 「常に AWS Elastic Disaster 
Recovery セキュリティグルー
プを使用する」を選択する
と、Elastic Disaster Recovery 
がデフォルトのセキュリティ
グループを自動的にアタッチ
して監視します。

3. [Next] (次へ) を選択します。

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

追加設定を行います。 1. 追加設定ペインで、データ
ルーティングとスロットリン
グ、PIT ポリシー、およびタ
グを設定します。
• データルーティングとス

ロットリングは、外部サー
バーからレプリケーション
サーバーへのデータの流れ
を制御します。[データ複製
にプライベート IP を使用
する] を選択します。そう
しないと、レプリケーショ
ンサーバーに自動的にパブ
リック IP が割り当てられ、
データはパブリックイン
ターネット上を流れます。

• ポイントインタイム（PIT）
ポリシーセクションで、ス
ナップショットが不要にな
るまでの期間を決定する保
存ポリシーを設定します。
デフォルトの保持期間は 7 
日間です。

• タグセクションで、AWS ア
カウントの Elastic Disaster 
Recovery によって作成され
たリソースにカスタムタグ
を追加します。

2. [次へ] を選択し、次のペイン
の設定を確認してから、[デ
フォルトを作成] を選択してデ
フォルトテンプレートを作成
します。

AWS 管理者

AWS レプリケーションエージェントをインストールする

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成します。 AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicyポ
リシーを含む IAM ロールを作成
します。「AWS アクセスタイプ
の選択」セクションで、プログ
ラムによるアクセスを有効にし
ます。アクセスキー ID とシー
クレットアクセスキーをメモし
ます。この情報は、AWS レプリ
ケーションエージェントのイン
ストール時に必要になります。

AWS 管理者

要件を確認してください。 AWS レプリケーションエージェ
ントをインストールするための
エラスティックディザスタリカ

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
バリのドキュメントで前提条件
を確認して完了してください。

AWS レプリケーションエージェ
ントをインストールします。

ご使用のオペレーティングシ
ステムのインストール手順に従
い、AWS Replication Agent をイ
ンストールします。

• Microsoft Windows の場合:セッ
トアップファイルをダウン
ロードし、.exe ファイルを管
理者として実行します。 プロ
ンプトに従ってインストール
を完了します。

• Linux の場合:次のコマンドを 
(表示されている順序で) コピー
して、セキュアシェル (SSH) 
セッションに貼り付けます。
最初のコマンドでインストー
ラーをダウンロードし、2 番目
のコマンドでインストーラー
を実行します。

wget -O ./aws-replication-
installer-init.py 
 https://aws-elastic-
disaster-recovery-us-
west-2.s3.amazonaws.com/
latest/linux/aws-
replication-installer-
init.py

注:お住まいの地域を反映する
ようにURLを変更してくださ
い。

sudo python3 aws-
replication-installer-
init.py

プロンプトに従ってインス
トールを完了します。

残りのサーバーについても同様
のステップを繰り返します。

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

レプリケーションを監視しま
す。

Elastic ディザスタリカバリの
ソースサーバーペインに戻っ
て、レプリケーションステータ
スを監視します。データ転送の
サイズによっては、最初の同期
に時間がかかります。

ソースサーバーが完全に同期さ
れると、サーバーのステータ
スは「準備完了」に更新されま
す。これは、レプリケーション
サーバーがステージング領域に
作成され、EBS ボリュームが
ソースサーバーからステージン
グ領域に複製されたことを意味
します。

AWS 管理者

起動設定の構成

タスク 説明 必要なスキル

起動設定を編集します。 ドリルインスタンスとリカバ
リーインスタンスの起動設定を
更新するには、Elastic Disaster 
Recovery コンソールでソース
サーバーを選択し、[アクショ
ン]、[起動設定の編集] の順に
選択します。または、「ソース
サーバー」ページから複製元の
マシンを選択し、「起動設定」
タブを選択することもできま
す。このタブには、「一般的な
起動設定」と「EC2 起動テンプ
レート」の 2 つのセクションが
あります。

AWS 管理者

一般的な起動設定を行います。 要件に応じて一般的な起動設定
を修正します。

• インスタンスタイプの適切な
サイズ:ベーシックを選択する
と、Elastic Disaster Recovery 
は Amazon EC2 起動テンプ
レートで選択したインスタン
スタイプをバイパスし、ソー
スサーバーのオペレーティン
グシステム、CPU、RAM に基
づいてインスタンスタイプを
自動的に選択します。

• プライベートIPのコ
ピー:Elastic Disaster Recovery
に、ドリルまたはリカバリー
インスタンスが使用するプラ

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
イベートIPがソースサーバー
で使用されるプライベートIP
と一致することを確認するか
どうかを選択します。[はい] を
選択した場合は、Amazon EC2 
起動テンプレートで設定した
サブネットの IP 範囲にプラ
イベート IP アドレスが含まれ
ていることを確認してくださ
い。

詳細については、Elasticディザ
スタリカバリのドキュメントの
「一般的な起動設定」を参照し
てください。

Amazon EC2 起動テンプレート
を設定します。

Elastic Disaster Recovery 
は、Amazon EC2 起動テンプ
レートを使用して、各ソース
サーバーのドリルインスタンス
と復旧インスタンスを起動しま
す。起動テンプレートは、AWS 
レプリケーションエージェン
トのインストール後に Elastic 
Disaster Recovery に追加する
ソースサーバーごとに自動的に
作成されます。

Elastic Disaster Recovery で使用
する場合は、Amazon EC2 起動
テンプレートをデフォルトの起
動テンプレートとして設定する
必要があります。

詳細については、Elastic ディ
ザスタリカバリドキュメントの
「EC2 起動テンプレート」を参
照してください。

AWS 管理者

DR ドリルとフェイルオーバーの開始

タスク 説明 必要なスキル

ドリルを始める 1. Elastic Disaster Recovery コ
ンソールで [ソースサーバー] 
ページを開き、ソースサー
バーのステータスが [準備完
了] になっていることを確認し
ます。

2. DR ドリルを実行したいソー
スサーバーをすべて選択しま
す。

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
3. リカバリジョブの開始メ

ニューから、「ドリルの開
始」を選択し、 point-in-time 
適切なスナップショットを
選択します。これにより、選
択したソースサーバーのリカ
バリジョブが開始されます。
ジョブの状態は [回復ジョブ履
歴] タブで監視できます。

注:ソースサーバーへのさらな
る変更は、ドリルインスタン
スではなくレプリケーション
サーバーに同期されます。

起動したドリルインスタンス
は、回復インスタンスページ
にも表示されます。

4. DRドリルインスタンスをテス
トして検証します。

5. リカバリインスタンスページ
でドリルインスタンスを選択
し、[アクション]、[AWS から
の接続解除] を選択します。
これにより、AWS レプリケー
ションエージェントが復旧イ
ンスタンスから削除され、復
旧インスタンスに関連する
すべてのリソースが Elastic 
Disaster Recovery から削除さ
れます。

6. [復旧インスタンスの削除] 
を選択します。これによ
り、Elastic ディザスタリカバ
リコンソールからインスタン
スの表示が削除され、そのイ
ンスタンスと Elastic ディザス
タリカバリサービスの関連付
けが完全に解除されます。基
盤となる EC2 インスタンスは
削除されません。

7. Amazon EC2 コンソールから 
DR ドリルインスタンスを終了
します。

詳細については、Elastic ディザ
スタリカバリのドキュメントの
「フェイルオーバーの準備」を
参照してください。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ドリルを検証してください。 前のステップでは、DR リージョ
ンで新しいターゲットインスタ
ンスを起動しました。ターゲッ
トインスタンスは、起動を開
始したときに取得したスナッ
プショットに基づくソースサー
バーのレプリカです。

この手順では、Amazon EC2 
ターゲットマシンに接続して、
想定どおりに実行されているこ
とを確認します。

1. Amazon EC2 コンソールを開
きます。

2. [インスタンス (実行中)] を選
択します。

3. ターゲットインスタンスを選
択し、プライベート IPv4 アド
レスを書き留めます。

4. EC2 インスタンスに接
続でき、JD Edwards 
EnterpriseOne と関連コンポー
ネントが期待どおりに複製さ
れていることを確認します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

フェイルオーバーを開始しま
す。

フェイルオーバーとは、プライ
マリシステムからセカンダリシ
ステムへのトラフィックのリダ
イレクトです。エラスティック
ディザスタリカバリは、AWS で
復旧インスタンスを起動するこ
とでフェイルオーバーを実行す
るのに役立ちます。復旧インス
タンスが起動したら、プライマ
リシステムからのトラフィック
をこれらのインスタンスにリダ
イレクトします。

1. Elastic Disaster Recovery コ
ンソールで [ソースサーバー] 
ページを開き、ソースサー
バーの [復旧準備完了] 列に [準
備完了]、[データレプリケー
ションステータス] 列に [正常] 
と表示されていることを確認
します。

2. ソースサーバーを選択しま
す。［リカバリジョブの開
始］メニューから、［リカバ
リの開始］を選択します。

3. point-in-time リカバリインス
タンスを起動するスナップ
ショットを選択し、[リカバリ
を開始] を選択します。

これにより、回復ジョブが開
始されます。回復インスタン
スページでジョブのステータ
スを監視できます。

4. 復旧インスタンスをテスト
して検証します。必要に応
じて DNS 設定を調整し、JD 
Edwards EnterpriseOne アプ
リケーションをデータベース
に接続します。

5. すべての変更が新しいリカバ
リインスタンスに書き込ま
れているため、ソースの JD 
Edwards EnterpriseOne サー
バを切断して使用停止できる
ようになりました。

6. 「AWS Replication Agent の
インストール」エピックで説
明されているプロセスに従っ
て、復旧インスタンスを DR 
リージョンのソースサーバー
として登録します。

AWS 管理者

1031

https://console.aws.amazon.com/drs/home
https://console.aws.amazon.com/drs/home


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
詳細については、エラスティッ
クディザスタリカバリのドキュ
メントの「フェイルオーバーの
実行」を参照してください。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

フェイルバックを開始します。 フェールバックを開始するプロ
セスは、フェイルオーバーを開
始するプロセスと似ています。

1. プライマリリージョンで
Elastic ディザスタリカバリコ
ンソールを開きます。リカバ
リインスタンスページに移動
し、ドリルインスタンスを選
択してから、[アクション]、
[AWS から切断]、[リカバリイ
ンスタンスを削除] を選択しま
す。

2. DR リージョンで Elastic ディ
ザスタリカバリコンソール
を開きます。AWS レプリ
ケーションエージェントをイ
ンストールして、新しい JD 
Edwards EnterpriseOne サー
バーを DR リージョンのソー
スサーバーとして登録しま
す。データは、新しいステー
ジングサブネットにプロビ
ジョニングされた新しいレプ
リケーションサーバーと同期
されます。

注:新しい JD Edwards 
EnterpriseOne サーバーをソー
スサーバーとして登録する
と、Elastic Disaster Recovery 
コンソールに 2 つのソース
サーバーが表示される場合が
あります。1 つはプライマリ 
EC2 インスタンスから作成
されたサーバー、もう 1 つは
復旧インスタンスから作成さ
れた新しいサーバーです。混
乱を避けるためにサーバーに
正しくタグを付け、できれば
新しいサーバーを起動テンプ
レートに追加することをお勧
めします。

3. プライマリリージョンから 
DR レプリケーションを再開
するには、起動した復旧イン
スタンスを DR リージョンの 
Elastic Disaster Recovery コ
ンソールとの関連付けを解除
し、ホストをプライマリリー
ジョンのソースサーバーとし
て登録します。

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
詳細については、エラスティッ
クディザスタリカバリのドキュ
メントの「フェイルバックの実
行」を参照してください。

JD EnterpriseOne Edwardsコン
ポーネントを起動します。

1. データベースサーバーに
ログインして JD Edwards 
EnterpriseOne データベースを
起動します。

2. データベースが稼働して
いるときに、JD Edwards 
EnterpriseOne ロジックとバッ
チサーバーを起動します。

3. WebLogic ウェブサーバーで起
動し、JAS サーバーで JAS イ
ンスタンスを起動します。

4. プロビジョニングサーバと 
SM WebLogic コンソール用の
サーバで起動します。

5. サーバで SM エージェントを
起動します。

6. JD EnterpriseOne Edwardsへ
のログインが正しく機能して
いることを確認します。

JD Edwards EnterpriseOne リン
クを機能させるには、Route 53 
とApplication Load Balancer の変
更を組み込む必要があります。

Lambda、ステップ関
数、Systems Manager (Run 
Command) を使用して、これら
のステップを自動化できます。

注:Elastic Disaster Recovery は、
オペレーティングシステムと
ファイルシステムをホストする
ソース EC2 インスタンス EBS 
ボリュームのブロックレベル
のレプリケーションを実行し
ます。Amazon EFS を使用し
て作成された共有ファイルシ
ステムは、このレプリケーショ
ンには含まれません。最初のエ
ピックで説明したように、AWS 
DataSync を使用して共有ファ
イルシステムを DR リージョン
に複製し、これらの複製された
ファイルシステムを DR システ
ムにマウントできます。

JD エドワーズ EnterpriseOne 
CNC
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トラブルシューティング

トラブルシューティング

問題 解決策

ソースサーバーのデータ複製ステータスが「停止
中」で、複製が遅れています。詳細を確認する
と、データ複製のステータスに Agent not seen と
表示されます。

停止したソースサーバーが稼働していることを確
認します。

注:ソースサーバーがダウンすると、レプリケー
ションサーバーは自動的に終了します。

ラグの問題について詳しくは、Elastic Disaster 
Recoveryのドキュメントの「レプリケーションラ
グの問題」を参照してください。

RHEL 8.2 では、ソース EC2 インスタンスへの 
AWS レプリケーションエージェントのインス
トールがディスクのスキャン後に失敗します。
aws_replication_agent_installer.logカー
ネルヘッダーがないことが明らかになります。

RHEL 8、CentOS 8、または Oracle Linux 8 に 
AWS レプリケーションエージェントをインストー
ルする前に、以下を実行してください。

sudo yum install elfutils-libelf-devel

詳細については、Elasticディザスタリカバリのド
キュメントの「Linuxのインストール要件」を参照
してください。

Elastic Disaster Recovery コンソールでは、ソース
サーバーが [準備完了] で [ラグあり]、データレプ
リケーションステータスが [停止中] と表示されま
す。

AWS Replication Agent が使用できない期間によっ
ては、ステータスが高遅延を示している場合があ
りますが、問題は変わりません。

オペレーティングシステムのコマンドを使用し
て、AWS Replication Agent がソース EC2 インス
タンスで実行されていることを確認するか、イン
スタンスが実行中であることを確認します。

問題を修正すると、Elastic ディザスタリカバリは
スキャンを再開します。すべてのデータが同期さ
れ、レプリケーションステータスが「正常」にな
るまで待ってから、DRドリルを開始してくださ
い。

遅延の大きい初期レプリケーション。Elastic 
Disaster Recoveryコンソールでは、ソースサー
バーの初期同期ステータスが非常に遅いことがわ
かります。

Elastic Disaster Recoveryドキュメントの「レプリ
ケーション遅延の問題」セクションに記載されて
いるレプリケーション遅延の問題がないか確認し
てください。

レプリケーションサーバーは、固有の計算操作が
原因で負荷を処理できない可能性があります。そ
の場合は、AWS テクニカルSupport チームに相談
してからインスタンスタイプをアップグレードし
てみてください。

関連リソース
• AWS Elastic ディザスタリカバリユーザーガイド
• AWS エラスティックディザスタリカバリによるスケーラブルな災害復旧計画の作成 (AWS ブログ記事)
• AWS Elastic ディザスタリカバリ — 技術入門 (AWS スキルビルダーコース、ログインが必要です)
• AWS Elastic ディザスタリカバリクイックスタートガイド
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SAP ペースメーカークラスターを 

ENSA1 から ENSA2 にアップグレード

SAP ペースメーカークラスターを ENSA1 から 
ENSA2 にアップグレード

ガーゲリー・セルディ (AWS) とバラズ・サンダー・スクブリックス (AWS) が作成

環境:プロダクション ソース:ENSA1 ベースのペース
メーカークラスタ

対象:ENSA2 ベースのペースメー
カークラスタ

R タイプ:リアーキテクト ワークロード:SAP テクノロジー:インフラ; モダナイ
ゼーション

AWS サービス:Amazon EC2

概要
このパターンでは、スタンドアロンエンキューサーバー (ENSA1) をベースとする SAP Pacemaker クラス
ターを ENSA2 にアップグレードする手順と考慮事項を説明しています。このパターンの情報は、SUSE 
Linux Enterprise Server (SLES) と RHEL (RHEL) の両方のオペレーティングシステムに適用されます。

SAP NetWeaver 7.52 または S/4HANA 1709以前のバージョンのペースメーカークラスタは、ENSA1アー
キテクチャ上で動作し、ENSA1専用に構成されています。Amazon Web Services（AWS）上でSAPワー
クロードを実行していて、ENSA2への移行を検討している場合、SAP、SUSE、RHELのドキュメントに
は包括的な情報が記載されていないことに気付くかもしれません。このパターンは、ENSA1 から ENSA2 
にアップグレードするために SAP パラメータと Pacemaker クラスターを再構成するために必要な技術的
な手順を示しています。SUSE システムの例を示していますが、概念は RHEL クラスターでも同じです。

注:ENSA1 と ENSA2 は SAP アプリケーションのみに関係する概念であるため、このパターンの情報は 
SAP HANA やその他のタイプのクラスターには適用されません。

技術的には、ENSA2はエンキューレプリケータ2の有無にかかわらず使用できます。ただし、高可用性
（HA）と（クラスターソリューションによる）フェイルオーバーの自動化には、Enqueue Replicator 2
が必要です。このパターンでは、ENSA2クラスターという用語は、スタンドアロンエンキューサーバー
2とエンキューレプリケーター2を備えたクラスターを指します。

前提条件と制限
前提条件

• SLES または RHEL でペースメーカーと Corosync を使用する、動作する ENSA1 ベースのクラス
ター。

• (ABAP) SAP セントラルサービス (ASCS/SCS) インスタンスとエンキューレプリケーションサーバー 
(ERS) インスタンスが実行されている Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスが少
なくとも 2 つ。

• SAP アプリケーションとクラスターの管理に関する知識。
• root ユーザーとして Linux 環境にアクセスします。

制限事項

• ENSA1 ベースのクラスタは 2 ノードアーキテクチャのみをサポートします。
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アーキテクチャ

• ENSA2 ベースのクラスタは、7.52 NetWeaver より前の SAP バージョンにはデプロイできません。
• クラスター内の EC2 インスタンスは、異なる AWS アベイラビリティーゾーンにある必要があります。

製品バージョン

• SAP NetWeaver バージョン 7.52 またはそれ以降
• S/4HANA 2020 以降では、ENSA2 クラスターのみがサポートされています
• ENSA2 とエンキューレプリケータ 2 をサポートするカーネル 7.53 以降
• SAP アプリケーションバージョン 12 以降の SLES
• ハイアベイラビリティ (HA) バージョン 7.9 以降の SAP 版 RHEL

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• SAP NetWeaver 7.52 と SAP カーネル 7.53 またはそれ以降
• SLES または RHEL オペレーティングシステム

ターゲットテクノロジースタック

• SAP カーネル NetWeaver 7.53 以降を搭載した SAP 7.52、ABAP プラットフォームを搭載した 
S/4HANA 2020 を含む

• SLES または RHEL オペレーティングシステム

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、ENSA2 クラスターに基づく ASCS/SCS インスタンスと ERS インスタンスの HA 構成を示し
ています。

ENSA1 クラスターと ENSA2 クラスターの比較

SAP は ENSA1 の後継機として ENSA2 を導入しました。ENSA1 ベースのクラスターは、エラーが発生
したときに ASCS/SCS インスタンスが ERS にフェールオーバーする 2 ノードアーキテクチャをサポー
トします。この制限は、フェイルオーバー後に ASCS/SCS インスタンスが ERS ノードの共有メモリか
らロックテーブル情報を回復する方法に起因します。Enqueue Replicator 2 を使用した ENSA2 ベースの
クラスターでは、ASCS/SCS インスタンスがネットワーク経由で ERS インスタンスからロック情報を収
集できるため、この制限がなくなります。ASCS/SCS インスタンスが ERS ノードにフェイルオーバーす
る必要がなくなったため、ENSA2 ベースのクラスターには 3 つ以上のノードを含めることができます。
(ただし、2 ノードの ENSA2 クラスター環境では、クラスター内にフェールオーバーする他のノードがな
いため、ASCS/SCS インスタンスは ERS ノードにフェールオーバーします。) ENSA2 は SAP カーネル 
7.50 以降でサポートされていますが、いくつか制限があります。エンキューレプリケータ2をサポートす
るHAセットアップの場合、 NetWeaver 最小要件は7.52です (SAP OSSノート2630416を参照)。S/4HANA 
1809にはデフォルトでENSA2アーキテクチャが推奨されていますが、S/4HANAはバージョン2020以降で
はENSA2のみをサポートしています。

自動化とスケーリング

ターゲットアーキテクチャの HA クラスタは、ASCS を他のノードに自動的にフェイルオーバーさせま
す。

ENSA2 ベースのクラスターへの移行シナリオ

EnSA2 ベースのクラスタへのアップグレードには、主に 2 つのシナリオがあります。 
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Tools

• シナリオ 1: 使用している SAP リリースとカーネルバージョンが ENSA2 をサポートしていると仮定し
て、SAP のアップグレードや S/4HANA の変換を伴わずに ENSA2 にアップグレードすることを選択し
ます。

• シナリオ 2: SUM を使用してアップグレードまたは変換 (たとえば、S/4HANA 1809 以降へ) の一環とし
て ENSA2 に移行します。

エピックセクションでは (p. 1038)、これら 2 つのシナリオの手順について説明します。最初のシナリ
オでは、ENSA2 のクラスタ構成を変更する前に SAP 関連のパラメータを手動で設定する必要がありま
す。2 番目のシナリオでは、バイナリと SAP 関連のパラメータは SUM によってデプロイされ、残って
いるタスクは HA のクラスター構成を更新することだけです。それでも、SUM を使用した後に SAP パラ
メータを検証することをお勧めします。ほとんどの場合、S/4HANA 変換がクラスターのアップグレードの
主な理由です。

Tools
• OS パッケージマネージャーには、Zypper (SLES 用) または YUM (RHEL 用) ツールをお勧めします。
• クラスター管理には、crm (SLES の場合) または pcs (RHEL の場合) シェルをお勧めします。
• SAPControl などの SAP インスタンス管理ツール。
• (オプション) S/4HANA 変換アップグレード用の SUM ツール。

ベストプラクティス
• AWS で SAP ワークロードを使用する際のベストプラクティスについては、「AWS WAWS Well-

Architected Framework SAP レンズ」を参照してください。
• ENSA2 マルチノードアーキテクチャのクラスタノード数 (奇数または偶数) を考慮してください。
• SAP S/4-HA-CLU 1.0 認定規格に沿って、SLES 15 用の ENSA2 クラスタをセットアップします。
• ENSA2 にアップグレードする前に、必ず既存のクラスターとアプリケーションの状態を保存またはバッ

クアップしてください。

エピック
ENSA2 の SAP パラメータを手動で設定 (シナリオ 1 のみ)

タスク 説明 必要なスキル

デフォルトのプロファイル内の
パラメータを設定します。

同じSAPリリースのままENSA2
にアップグレードする場合、
またはターゲットリリースの
デフォルトがENSA1である場
合は、デフォルトプロファイル
（DEFAULT.PFLファイル）の
パラメータを次の値に設定しま
す。

enq/enable=TRUE
enq/serverhost=sapascsvirt
enq/serverinst=10        
 (instance number of ASCS/
SCS instance)
enque/
process_location=REMOTESA

SAP
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
enq/
replicatorhost=sapersvirt
enq/replicatorinst=11    
 (instance number of ERS 
 instance) 
   

ここで、sapascsvirtは ASCS 
インスタンスの仮想ホスト名
で、sapersvirtは ERS インス
タンスの仮想ホスト名です。こ
れらはターゲット環境に合わせ
て変更できます。

注:このアップグレードオプショ
ンを使用するには、ご使用の 
SAP リリースとカーネルのバー
ジョンが ENSA2 と Enqueue 
Replicator 2 をサポートしている
必要があります。
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

ASCS/SCS インスタンスプロ
ファイルを設定します。

同じ SAP リリースのままに 
ENSA2 にアップグレードする場
合、またはターゲットリリース
のデフォルトが ENSA1 の場合
は、ASCS/SCS インスタンスプ
ロファイルで次のパラメータを
設定します。 

ENSA1 が定義されているプロ
ファイルのセクションは以下の
ように表示されます。

#--------------------------------------------------------------
Start SAP enqueue server
#--------------------------------------------------------------  
_EN = en.sap
$(SAPSYSTEMNAME)$(INSTANCE_NAME)  
Execute_04 = local rm -f 
 $(_EN)  
Execute_05 = local ln -s -f 
 $(DIR_EXECUTABLE)/enserver
$(FT_EXE) $(_EN)  
Start_Program_01 = local 
 $(_EN) pf=$(_PF) 
   

このセクションを ENSA2 用に再
構成するには:

1. _ENプログラムのプレフィッ
クスを SAP_ENQ からの最新
情報に基づいて変更します 
(OSS Note 2501860、SAP 
ONE Support Launchpad ユー
ザーアカウントが必要です)。

2. enserverenq_serverエン
キューサーバーのバイナリを
からに変更します。

3. enq/server/
replication/enable新し
いパラメータをに設定しま
すTRUE。

4. Autostart = 0を確認して
おきます。

このプロファイルセクション
は、変更後、以下のようになり
ます。

#--------------------------------------------------------------
Start SAP enqueue server
#--------------------------------------------------------------  
_ENQ = enq.sap
$(SAPSYSTEMNAME)$(INSTANCE_NAME)  

SAP
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
Execute_04 = local rm -f 
 $(_ENQ)  
Execute_05 = local ln -
s -f $(DIR_EXECUTABLE)/
enq_server$(FT_EXE) $(_ENQ)  
Start_Program_01 = local 
 $(_ENQ) pf=$(_PF)  
...  
enq/server/replication/
enable = TRUE  
Autostart = 0

重要:_ENQ再起動オプショ
ンを有効にしないでくださ
い。RestartProgram_01が
設定されている場合
は_ENQ、に変更してくださ
いStartProgram_01。これに
より、SAP がサービスを再起動
したり、クラスター管理リソー
スに干渉したりすることを防ぎ
ます。
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

ERS プロファイルを設定しま
す。

同じ SAP リリースのままに 
ENSA2 にアップグレードする場
合、またはターゲットリリース
のデフォルトが ENSA1 の場合
は、ERS インスタンスプロファ
イルで次のパラメータを設定し
ます。

エンキューレプリケータが定義
されているセクションを探して
ください。以下のようになりま
す。

#------------------------------------------------------
Start enqueue replication 
 server
#------------------------------------------------------  
_ER = er.sap
$(SAPSYSTEMNAME)$(INSTANCE_NAME)  
Execute_03 = local rm -f 
 $(_ER)  
Execute_04 = local ln -
s -f $(DIR_EXECUTABLE)/
enrepserver$(FT_EXE) $(_ER)  
Start_Program_00 = local 
 $(_ER) pf=$(_PF) NR=
$(SCSID) 
   

エンキュー・レプリケータ2用に
このセクションを再構成するに
は：

1. _ERプログラムのプレフィッ
クスを SAP_ENQR からの最
新のメモに基づいて変更しま
す (OSS Note 2501860、SAP 
ONE Support Launchpad ユー
ザーアカウントが必要です)。

2. enq_replicatorenrepserverエ
ンキューレプリケータのバ
イナリを代わりにに変更しま
す。

3. Autostart = 0を確認して
おきます。

変更後、このプロファイルセク
ションは次のようになります。

#------------------------------------------------------
Start enqueue replication 
 server
#------------------------------------------------------  
_ENQR = enqr.sap
$(SAPSYSTEMNAME)$(INSTANCE_NAME)  

SAP
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
Execute_01 = local rm -f 
 $(_ENQR)  
Execute_02 = local ln -
s -f $(DIR_EXECUTABLE)/
enq_replicator$(FT_EXE) 
 $(_ENQR)  
Start_Program_00 = local 
 $(_ENQR) pf=$(_PF) NR=
$(SCSID)  
…  
Autostart = 0

重要:_ENQR再起動オプショ
ンを有効にしないでくださ
い。RestartProgram_01が
設定されている場合
は_ENQR、に変更してくださ
いStartProgram_01。これに
より、SAP がサービスを再起動
したり、クラスター管理サービ
スに干渉したりすることを防ぎ
ます。

SAP スタートサービスを再起動
します。

このエピックで前述したプロ
ファイルを変更したら、ASCS/
SCS と ERS の両方の SAP Start 
サービスを再起動します。

sapcontrol -nr 10 -
function RestartService 
SCT

sapcontrol -nr 11 -
function RestartService 
SCT

ここで、は SAP システム IDSCT
を指し、それぞれ 10 と 11 が 
ASCS/SCS インスタンスと ERS 
インスタンスのインスタンス番
号であると仮定します。

SAP

ENSA2 用にクラスターを再構成します (どちらのシナリオでも必要)

タスク 説明 必要なスキル

SAP リソースエージェントの
バージョン番号を確認してくだ
さい。

SUM を使用して SAP を 
S/4HANA 1809 以降にアップグ
レードすると、SUM は SAP プ
ロファイルのパラメータ変更を
処理します。手動で調整する必
要があるのはクラスターだけで
す。ただし、クラスターに変更
を加える前に、パラメーターの

AWS システム管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
設定を確認することをお勧めし
ます。

注:このエピックの例は、SUSE 
オペレーティングシステムを使
用していることを前提としてい
ます。RHEL を使用している場
合は、Zypper や crm の代わりに 
YUM や pcs シェルなどのツール
を使用する必要があります。

アーキテクチャ内の両方のノー
ドをチェックして、resource-
agentsパッケージが SAP が推
奨する最小バージョンと一致し
ていることを確認します。SLES 
については、SAP OSS ノー
ト 2641019 を確認してくださ
い。RHEL については、SAP 
OSS ノート 2641322 を確認し
てください。(SAP Notes には
SAP ONE Support ラウンチパッ
ドユーザーアカウントが必要で
す。)

sapers:sctadm 23> zypper 
 search -s -i resource-
agents
Loading repository data...
Reading installed 
 packages...
S | Name | Type | Version | 
 Arch | Repository
--+-----------------
+---------
+------------------------------------
+--------
+-----------------------------
i | resource-
agents | package | 
 4.8.0+git30.d0077df0-150300.8.28.1 
 | x86_64 | SLE-Product-
HA15-SP3-Updates

resource-agents必要に応じ
てバージョンを更新してくださ
い。

クラスター構成をバックアップ
します。

CRM クラスター構成を次のよう
にバックアップします。

crm configure 
show > /tmp/
cluster_config_backup.txt

AWS システム管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

メンテナンスモードを設定しま
す。

クラスターをメンテナンスモー
ドに設定します。

crm configure property 
maintenance-mode="true"

AWS システム管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

クラスター構成を確認してくだ
さい。

現在のクラスター構成をチェッ
クします。

crm configure show

以下はフルアウトプットからの
抜粋です。

node 1: sapascs
node 2: sapers
...
primitive rsc_sap_SCT_ASCS10 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ASCS10-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ASCS10_sapascsvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ASCS10_sapascsvirt" \  
   AUTOMATIC_RECOVER=false \
meta resource-
stickiness=5000 failure-
timeout=60 migration-
threshold=1 priority=10
primitive rsc_sap_SCT_ERS11 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ERS11-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ERS11_sapersvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ERS11_sapersvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false 
 IS_ERS=true \
meta priority=1000
...
colocation 
 col_sap_SCT_no_both 
 -5000: grp_SCT_ERS11 
 grp_SCT_ASCS10
location 
 loc_sap_SCT_failover_to_ers 
 rsc_sap_SCT_ASCS10 \
rule 2000: runs_ers_SCT eq 1
order 
 ord_sap_SCT_first_start_ascs 
 Optional: 
 rsc_sap_SCT_ASCS10:start 
 rsc_sap_SCT_ERS11:stop 
 symmetrical=false
...

AWS システム管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ここでsapascsvirt、は ASCS 
インスタンスの仮想ホスト
名、sapersvirt ERS インス
タンスの仮想ホスト名、および 
SAP システム IDSCT を指しま
す。

フェイルオーバーコロケーショ
ンの制約を削除します。

前の例では、ロケーション制約
により、ASCS の ENSA1 機能
はフェイルオーバー時に常に 
ERSloc_sap_SCT_failover_to_ers
インスタンスに従うように指
定されています。ENSA2で
は、ASCSはどの参加ノードにも
自由にフェイルオーバーできる
はずなので、この制約を取り除
くことができます。

crm configure delete 
loc_sap_SCT_failover_to_ers

AWS システム管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

プリミティブを調整します。 ASCS および ERS SAPInstance 
プリミティブにも若干の変更を
加える必要があります。

ENSA1 用に設定された ASCS 
SAPInstance プリミティブの例
を次に示します。

primitive rsc_sap_SCT_ASCS10 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ASCS10-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ASCS10_sapascsvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ASCS10_sapascsvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false \
meta resource-
stickiness=5000 failure-
timeout=60 migration-
threshold=1 priority=10

ENSA2 にアップグレードするに
は、この構成を次のように変更
します。

primitive rsc_sap_SCT_ASCS10 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ASCS10-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ASCS10_sapascsvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ASCS10_sapascsvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false \
meta resource-
stickiness=3000 

これは ENSA1 用に設定された 
ERS SAPInstance プリミティブ
の例です。

primitive rsc_sap_SCT_ERS11 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ERS11-
operations \

AWS システム管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ERS11_sapersvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ERS11_sapersvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false 
 IS_ERS=true \
meta priority=1000

ENSA2 にアップグレードするに
は、この構成を次のように変更
します。

primitive rsc_sap_SCT_ERS11 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ERS11-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ERS11_sapersvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ERS11_sapersvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false 
 IS_ERS=true

プリミティブは、さまざまな方
法で変更できます。たとえば、
次の例のように、vi などのエ
ディタで修正できます。

crm configure edit 
rsc_sap_SCT_ERS11

メンテナンスモードを無効にし
ます。

クラスターのメンテナンスモー
ドを無効にします。

crm configure property 
maintenance-mode="false"

クラスターがメンテナンスモー
ドを終了すると、新しい ENSA2 
設定を使用して ASCS インスタ
ンスと ERS インスタンスをオン
ラインにしようとします。

AWS システム管理者
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関連リソース

(オプション) クラスターノードの追加

タスク 説明 必要なスキル

ベストプラクティスを確認しま
す。

ノードを追加する前に、ノード
の数を奇数にするか偶数にする
かなどのベストプラクティスを
理解しておいてください。

AWS システム管理者

ノードを追加します。 ノードを追加するには、オペ
レーティングシステムの更新、
既存のノードと一致するソフ
トウェアパッケージのインス
トール、マウントの使用可能
化などの一連のタスクが必要で
す。SAP ソフトウェアプロビ
ジョニングマネージャ (SWPM) 
の「追加ホストの準備」オプ
ションを使用して、SAP 固有の
ホストベースラインを作成でき
ます。詳細については、次のセ
クションに記載されている SAP 
ガイドをご覧ください。

AWS システム管理者

関連リソース
SAP および SUSE のリファレンス

SAP Notes にアクセスするには、SAP ONE Support Launchpad ユーザーアカウントが必要です。詳細に
ついては、「SAP サポートウェブサイト」を参照してください。

• SAP ノート 2501860 ‒ ABAP 7.52 用の SAP NetWeaver アプリケーションサーバーに関するドキュメン
ト

• SAP ノート 2641019 ‒ SUSE HA 環境での ENSA2 のインストールと ENSA1 から ENSA2 へのアップ
デート

• SAP ノート 2641322 ‒ SAP 向けの Red Hat HA ソリューションを使用する場合の ENSA2 のインストー
ルと ENSA1 から ENSA2 へのアップデート

• SAP ノート 2711036 ‒ HA 環境でのスタンドアロンエンキューサーバ 2 の使用
• スタンドアロンエンキューサーバー 2 (SAP ドキュメント)
• SAP S/4 HANA ‒ エンキューレプリケーション 2 高可用性クラスタ-セットアップガイド (SUSE ドキュ

メント)

AWS リファレンス

• SAP HANA on AWS: SLES および RHEL 向けの高可用性設定ガイド
• SAP Lens-AWS Well-Architected Framework

異なる AWS アカウントの VPC で一貫したアベイ
ラビリティーゾーンを使用する
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概要

アダム・スパイサー (AWS) によって作成されました

code repository repository: 
code repository repository

• マルチアカウントアベイラビ
リティーゾーンのマッピング

環境:プロダクション テクノロジー:インフラストラク
チャ

AWS サービス:AWS、 
CloudFormationアマゾン 
VPC、AWS Lambda

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、アベイラビリティーゾーンの名前は AWS アカウント
と、その場所を識別するアベイラビリティーゾーン ID (AZ ID) によって異なる場合があります。AWS 
CloudFormation を使用して仮想プライベートクラウド (VPC) を作成する場合、サブネットを作成すると
きにアベイラビリティーゾーンの名前または ID を指定する必要があります。VPC を複数のアカウントで
作成すると、アベイラビリティーゾーン名はランダム化されます。つまり、サブネットはアカウントごと
に異なるアベイラビリティーゾーンを使用します。 

アカウント間で同じアベイラビリティーゾーンを使用するには、各アカウントのアベイラビリティーゾー
ン名を同じ AZ ID にマッピングする必要があります。たとえば、次の図は、use1-az6 AZ ID が AWS ア
カウント A と AWS アカウント Zus-east-1aus-east-1c で名前が付けられていることを示していま
す。

このパターンは、サブネットで同じアベイラビリティーゾーンを使用するためのクロスアカウントでス
ケーラブルなソリューションを提供することで、ゾーンの一貫性を確保するのに役立ちます。ゾーンの一
貫性により、クロスアカウントのネットワークトラフィックがアベイラビリティーゾーン間のネットワー
クパスを回避できるため、データ転送コストの削減とワークロード間のネットワーク遅延の軽減に役立ち
ます。

このパターンは、AWS CloudFormation AvailabilityZoneId プロパティの代替アプローチです。

前提条件と制限
前提条件

• 同じ AWS リージョン内の 2 つ以上のアクティブな AWS アカウント。
• リージョン内の VPC 要件をサポートするために必要なアベイラビリティーゾーンの数を評価してくださ

い。
• サポートが必要なアベイラビリティーゾーンごとに AZ ID を特定して記録します。詳細について

は、AWS リソースAWS Resource Access Manager ドキュメントの「AWS リソースのアベイラビリ
ティーゾーン ID」を参照してください。 

• AZ ID の順序付きリスト。コンマ区切りのリスト。たとえば、リストの最初のアベイラビリティーゾー
ンはとしてマッピングされaz1、2az2 番目のアベイラビリティーゾーンはとしてマップされます。この
マッピング構造は、カンマで区切られたリストが完全にマップされるまで続きます。マッピングできる 
AZ ID の最大数はありません。 

• az-mapping.yaml GitHub マルチアカウントアベイラビリティーゾーンのマッピングリポジトリから
ローカルマシンにコピーされたファイル
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アーキテクチャ

アーキテクチャ
次の図は、アカウントにデプロイされ、AWS Systems Manager Parameter Store 値を作成するアーキテク
チャを示しています。これらのパラメータストア値は、アカウントに VPC を作成するときに使用されま
す。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. このパターンのソリューションは、VPC のゾーン整合性を必要とするすべてのアカウントにデプロイさ
れます。 

2. このソリューションでは、AZ ID ごとにパラメータストア値を作成し、新しいアベイラビリティーゾー
ン名を保存します。 

3. AWS CloudFormation テンプレートは、各パラメータストア値に保存されているアベイラビリティー
ゾーン名を使用するため、ゾーンの一貫性が保たれます。

次の図は、このパターンのソリューションで VPC を作成するワークフローを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. VPC を作成するためのテンプレートを AWS CloudFormation に送信します。
2. AWS CloudFormation は各アベイラビリティーゾーンのパラメータストア値を解決し、各 AZ ID のアベ

イラビリティーゾーン名を返します。
3. VPC は、ゾーンの整合性に必要な正しい AZ ID で作成されます。

このパターンのソリューションをデプロイしたら、Parameter Store 値を参照するサブネットを作成でき
ます。AWS を使用している場合は CloudFormation、次の YAML 形式のサンプルコードからアベイラビリ
ティーゾーンのマッピングパラメータ値を参照できます。

Resources: 
    PrivateSubnet1AZ1:  
        Type: AWS::EC2::Subnet  
        Properties:  
            VpcId: !Ref VPC 
            CidrBlock: !Ref PrivateSubnetAZ1CIDR 
            AvailabilityZone:  
                !Join  
                    - '' 
                    - - '{{resolve:ssm:/az-mapping/az1:1}}'

このサンプルコードは、vpc-example.yaml  GitHub マルチアカウントアベイラビリティーゾーンの
マッピングリポジトリのファイルに含まれています。パラメータストアの値に合わせて VPC とサブネット
を作成し、ゾーンの一貫性を保つ方法について説明します。

テクノロジースタック

• AWS CloudFormation
• AWS Lambda
• Systems Manager パラメータストア

自動化とスケーリング
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Tools

このパターンは、AWS CloudFormation StackSets または AWS Control Tower のカスタマイズソリュー
ションを使用してすべての AWS アカウントにデプロイできます。詳細については、AWS Cloudformation
ドキュメントの「 CloudFormation StackSetsAWSとの連携」と、AWSソリューションライブラリの
「AWS Control Tower のカスタマイズ」を参照してください。 

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイしたら、パラメータストアの値を使用するようにテンプ
レートを更新し、VPC をパイプラインまたは要件に応じてデプロイできます。 

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫したプロビジョニング、ラ
イフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使
用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動および設定できます。
複数の AWS アカウントと AWS リージョンにわたってスタックを管理およびプロビジョニングできま
す。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコード実行をサポートするコン
ピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエスト
から 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティ
ング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

• AWS Systems Manager Parameter Store は AWS Systems Manager 機能です。設定データ管理と機密
管理のための安全な階層型ストレージを提供します。

Code

このパターンのコードは、 GitHub マルチアカウントアベイラビリティーゾーンのマッピングリポジトリ
にあります。

叙事詩
az-mapping.yaml ファイルをデプロイします

タスク 説明 必要なスキル

リージョンに必要なアベイラビ
リティーゾーンを決定します。

1. お住まいの地域で一貫して使
用する必要がある AZ ID を特
定してください。 

2. これらの AZ ID は、適用し
たい順序でカンマ区切りの
リストに記録します。たとえ
ば、az1リストの最初のアベ
イラビリティーゾーンはとし
てマッピングされ、2az2 番
目のアベイラビリティーゾー
ンはとしてマッピングされま
す。マッピングできる AZ ID 
の最大数はありません。

クラウドアーキテクト

az-mapping.yaml ファイルをデプ
ロイします。

az-mapping.yamlこのファ
イルを使用して、必要なすべ
ての AWS アカウントに AWS 
CloudFormation スタックを作
成します。AZIdsパラメータに

クラウドアーキテクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
は、前に作成したカンマ区切り
のリストを使用します。 

AWS CloudFormation StackSets 
または AWS Control Tower ソ
リューションのカスタマイズを
使用することをお勧めします。

アカウントに VPC をデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トをカスタマイズします。

AWS を使用してサブネットを作
成する場合は CloudFormation、
以前に作成した Parameter Store 
値を使用するようにテンプレー
トをカスタマイズします。

サンプルテンプレートについ
ては、vpc-example.yaml
GitHub マルチアカウントアベイ
ラビリティーゾーンのマッピン
グリポジトリにあるファイルを
参照してください。

クラウドアーキテクト

VPC をデプロイします。 カスタマイズした AWS 
CloudFormation テンプレートを
アカウントにデプロイします。
これにより、リージョン内の各 
VPC は、サブネットに使用され
るアベイラビリティーゾーンの
ゾーンの整合性が保たれます。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS リソースのアベイラビリティーゾーン ID (AWS Resource Access Manager ドキュメント)
• AWS::EC2::Subnet(AWS CloudFormation ドキュメント)

Account Factory for Terraform (AFT) をローカルで
検証

アレクサンドル・ポップ (AWS) とミハル・ゴルニアック (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:インフラ DevOps; 
近代化; ソフトウェア開発とテス
ト

ワークロード:オープンソース
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概要

AWS サービス:AWS Control 
Tower

概要
このパターンは、AWS Control Tower Account Factory for HashiCorp Terraform (AFT) を使用して、ローカ
ルでテストする方法を示しています。Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャと
リソースをプロビジョニングおよび管理するのに役立つオープンソースのコードとしてのインフラストラ
クチャ (IaC) ツールです。AFT は、AWS AWS Control Tower で複数の AWS アカウントのプロビジョニン
グとカスタマイズに役立つ Terraform (Terraform) を設定します。

コード開発中は、Terraform インフラストラクチャをコードとして (IaC)、AFT パイプラインの外部でロー
カルでテストすると便利な場合があります。このパターンは、次の方法を示しています。

1. AFT 管理アカウントの AWS CodeCommit リポジトリに保存されている Terraform コードのローカルコ
ピーを取得します。

2. 取得したコードを使用して AFT パイプラインをローカルでシミュレートします。

この手順は、通常の AFT パイプラインに含まれていない Terraform コマンドを実行する場合にも使用で
きます。たとえば、このメソッドを使用してterraform validate、、terraform planterraform 
destroy、などのコマンドを実行できますterraform import。

前提条件と制限
前提条件

• AWS コントロールタワーを使用するアクティブな AWS マルチアカウント環境
• 完全に導入された AFT 環境
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定
• Code Commit 用の AWS CLI 認証情報ヘルパー、インストールおよび設定
• Python 3.x
• Git、ローカルマシンにインストールおよび設定
• git-remote-commit ユーティリティ、インストールおよび設定
• Terraform、インストールおよび設定済み（ローカルの Terraform パッケージのバージョンは AFT デプ

ロイメントで使用されているバージョンと一致する必要があります）

機能制限

• このパターンには、AWS Control Tower、AFT、または特定の Terraform モジュールに必要なデプロイ
ステップは含まれていません。

• この手順中にローカルで生成された出力は、AFT パイプラインのランタイムログには保存されません。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Control Tower のデプロイ内にデプロイされた AFT インフラストラクチャ
• Terraform
• Git
• AWS CLI バージョン 2
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Tools

自動化とスケール

このパターンは、AFTが管理する1つのAAWS アカウントでAFTグローバルアカウントをカスタマイズする
ためのTerraformコードをローカルに呼び出す方法を示しています。Terraform コードが検証されたら、マ
ルチアカウント環境の残りのアカウントにも適用できます。詳細については、AWS Control Tower ドキュ
メントの「カスタマイズを再度呼び出す」を参照してください。

同様のプロセスを使用して、ローカルターミナルで AFT アカウントのカスタマイズを実行することもでき
ます。AFT アカウントのカスタマイズから Terraform コードをローカルで呼び出すには、AFT aft-account-
customizations aft-global-account-customizations管理アカウントのリポジトリの代わりにリポジトリをク
ローンします。 CodeCommit

Tools
AWS サービス

• AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、AWS のマルチアカウント環境を設定
して管理するのに役立ちます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

その他のサービス

• HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニ
ングおよび管理するのに役立つオープンソースのコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) ツールで
す。

• Git はオープンソースの分散型バージョン管理システムです。

Code

以下は、AFT が管理する Terraform コードをローカルで実行するために使用できる bash スクリプトの例
です。スクリプトを使用するには、このパターンのエピックセクションの指示に従ってください。

#! /bin/bash
# Version: 1.1 2022-06-24 Unsetting AWS_PROFILE since, when set, it interferes with script 
 operation
#          1.0 2022-02-02 Initial Version
#
# Purpose: For use with AFT: This script runs the local copy of TF code as if it were 
 running within AFT pipeline.
#        * Facilitates testing of what the AFT pipline will do  
#           * Provides the ability to run terraform with custom arguments (like 'plan' or 
 'move') which are currently not supported within the pipeline.
#
# © 2021 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# This AWS Content is provided subject to the terms of the AWS Customer Agreement
# available at http://aws.amazon.com/agreement or other written agreement between
# Customer and either Amazon Web Services, Inc. or Amazon Web Services EMEA SARL or both.
#
# Note: Arguments to this script are passed directly to 'terraform' without parsing nor 
 validation by this script.
#
# Prerequisites:
#    1. local copy of ct GIT repositories
#    2. local backend.tf and aft-providers.tf filled with data for the target account on 
 which terraform is to be run
#       Hint: The contents of above files can be obtain from the logs of a previous 
 execution of the AFT pipeline for the target account.

1056

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/aft-account-customization-options.html#aft-re-invoke-customizations
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://www.terraform.io/docs
https://git-scm.com/docs


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

#    3. 'terraform' binary is available in local PATH
#    4. Recommended: .gitignore file containing 'backend.tf', 'aft_providers.tf' so the 
 local copy of these files are not pushed back to git

readonly credentials=$(aws sts assume-role \ 
    --role-arn arn:aws:iam::$(aws sts get-caller-identity --query "Account" --output 
 text ):role/AWSAFTAdmin \ 
    --role-session-name AWSAFT-Session \ 
    --query Credentials )

unset AWS_PROFILE
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $credentials | jq -r '.AccessKeyId')
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $credentials | jq -r '.SecretAccessKey')
export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $credentials | jq -r '.SessionToken')
terraform "$@"

叙事詩
サンプルコードをローカルファイルとして保存する

タスク 説明 必要なスキル

サンプルコードをローカルファ
イルとして保存します。

1. このパターンのコードセク
ションにあるサンプルの bash 
スクリプトをコピーして、
コードエディターに貼り付け
ます。

2. ファイルに ct_terraform.sh 
という名前を付けます。次
に、~/scripts や ~/bin などの
専用フォルダーにファイルを
ローカルに保存します。

AWS 管理者

サンプルコードを実行可能にし
ます。

ターミナルウィンドウを開き、
次のいずれかを実行して、AWS 
AFT 管理アカウントに認証しま
す。

• AFT 管理アカウントへのアク
セスに必要な権限が設定され
た既存の AWS CLI プロファイ
ルを使用してください。プロ
ファイルを使用するには、次
のコマンドを実行します。

export AWS_PROFILE=<aft 
 account profile name>

• 組織で SSO を使用して AWS 
にアクセスする場合は、組織
の SSO ページに AFT 管理ア
カウントの認証情報を入力し
ます。

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
注:組織によっては、AWS 環境
に認証情報を提供するカスタム
ツールがある場合もあります。

正しい AWS リージョンの AFT 
管理アカウントへのアクセスを
確認します。

重要:AFT 管理アカウントへの認
証に使用したのと同じターミナ
ルセッションを使用するように
してください。

 

1. 次のコマンドを実行し
て、AFT デプロイの AWS 
リージョンに移動します。

export 
 AWS_REGION=<aft_region>

2. 次の手順を実行して、正しい
アカウントを使用しているこ
とを確認します。

• 次のコマンドを実行します。

aws code-commit list-
repositories

• 次に、出力にリストされてい
るリポジトリが、AFT 管理ア
カウントにあるリポジトリの
名前と一致することを確認し
ます。

AWS 管理者

AFT リポジトリコードを保存す
る新しいローカルディレクトリ
を作成します。

同じターミナルセッションで、
次のコマンドを実行します。

mkdir my_aft  
cd my_aft

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル

リモート AFT リポジトリコード
のクローンを作成します。

1. ローカルターミナルで、次の
コマンドを実行します。

git clone codecommit::
$AWS_REGION://aft-global-
customizations 

注:簡単にするために、この手
順と AFT はメインコードブラ
ンチのみを使用します。コー
ド分岐を使用するには、ここ
にコード分岐コマンドを入力
することもできます。 ただ
し、AFT オートメーションが
メインブランチのコードを適
用すると、メインブランチ以
外から適用された変更はすべ
てロールバックされます。

2. 次に、次のコマンドを実行し
て、クローンしたディレクト
リに移動します。

cd aft-global-
customizations/terraform

AWS 管理者

AFT パイプラインをローカルで実行するために必要な Terraform 設定ファイルを
作成します。

タスク 説明 必要なスキル

以前に実行した AFT パイプライ
ンを開き、Terraform 設定ファ
イルをローカルフォルダーにコ
ピーします。

注:このエピックで作成された
backend.tf および aft-providers.tf
設定ファイルは、AFT パイプラ
インをローカルで実行するため
に必要です。これらのファイル
はクラウドベースの AFT パイ
プライン内で自動的に作成され
ますが、パイプラインをローカ
ルで実行するには手動で作成す
る必要があります。AFT パイ
プラインをローカルで実行する
には、1 つの AWS アカウント
内でのパイプラインの実行を表
すファイルセットが 1 つ必要で
す。

 

1. AWS Control Tower の管理ア
カウントの認証情報を使用し
て、AWS マネジメントコン
ソールにサインインします。

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
次に、AWS CodePipeline コ
ンソールを開きます。AFT を
デプロイした同じ AWS リー
ジョンにいることを確認して
ください。

2. 左のナビゲーションペイン
の [パイプライン] を選択しま
す。

3. ############-カスタマイ
ズ-パイプラインを選択して
ください。(###########
は、Terraform コードをロー
カルで実行するために使用し
ている AWS アカウント ID で
す)。

4. 「マークされた最新の実行回
数」に「成功」の値が表示さ
れていることを確認します。
値が異なる場合は、AFT (AFT) 
でカスタマイズを再呼び出
しする必要があります。詳
細については、AWS Control 
Tower ドキュメントの「カス
タマイズを再度呼び出す」を
参照してください。

5. 最新のランタイムを選択する
と、その詳細が表示されま
す。

6. 「グローバルカスタマイ
ズの適用」セクションで、
「Apply-Terraform」ステージ
を探してください。

7. Apply-Terraform ステージの
「詳細」セクションを選択し
ます。

8. Apply-Terraform ステージのラ
ンタイムログを検索してくだ
さい。

9. ランタイムログで、次の行で
始まり、次の行で終わるセク
ションを探してください。「\ 
n\ n aft-providers.tf...「\ n\ n 
backend.tf」 

10.これら 2 つのラベルの間の
出力をコピーし、ローカルの 
Terraform フォルダー (ター
ミナルセッションの現在の
作業ディレクトリ) 内に aft-
providers.tf という名前のロー
カルファイルとして保存しま
す。

1060

https://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home
https://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/aft-account-customization-options.html#aft-re-invoke-customizations
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/aft-account-customization-options.html#aft-re-invoke-customizations


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
auto 生成された providers.tf ス
テートメントの例

## Autogenerated 
 providers.tf ##
## Updated on: 2022-05-31 
 16:27:45 ##
provider "aws" { 
  region = "us-east-2" 
  assume_role { 
    role_arn    = 
 "arn:aws:iam::############:role/
AWSAFTExecution" 
  } 
  default_tags { 
    tags = { 
      managed_by           
        = "AFT" 
    } 
  }
}

11.ランタイムログで、次の行で
始まり、次の行で終わるセク
ションを探します。「\ n\ n 
tf...「\ n\ n backup.tf」 

12.これら 2 つのラベルの間の
出力をコピーし、ローカルの
Terraform フォルダー (ターミ
ナルセッションの現在の作業
ディレクトリ) 内に tf という名
前のローカルファイルとして
保存します。

自動生成された backend.tf ス
テートメントの例

## Autogenerated backend.tf 
 ##
## Updated on: 2022-05-31 
 16:27:45 ##
terraform { 
  required_version = ">= 
 0.15.0" 
  backend "s3" { 
    region         = "us-
east-2" 
    bucket         = "aft-
backend-############-
primary-region" 
    key            = 
 "############-aft-
global-customizations/
terraform.tfstate" 
    dynamodb_table = "aft-
backend-############" 
    encrypt        = "true" 
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タスク 説明 必要なスキル
    kms_key_id  
    = "cbdc21d6-
e04d-4c37-854f-51e199cfcb7c" 
    kms_key_id     = 
 "########-####-####-####-
############" 
    role_arn       = 
 "arn:aws:iam::#############:role/
AWSAFTExecution" 
  }
}

注:backend.tf ファイルと aft-
providers.tf ファイルは、特
定の AWS アカウント、AFT 
デプロイ、およびフォルダに
関連付けられています。これ
らのファイルは、aft-global-
customizationsリポジトリにあ
るのか、同じ AFT aft-account-
customizationsデプロイメント内
のリポジトリにあるのかによっ
ても異なります。必ず、同じラ
ンタイムリストから両方のファ
イルを生成してください。

bash スクリプトの例を使用して AFT パイプラインをローカルで実行します。

タスク 説明 必要なスキル

検証する Terraform () を使用し
て、検証する Terraform () を実行
します。

1. 次のコマンドを実行して、aft-
global-customizationsクローン
されたリポジトリに移動しま
す。

cd aft-global-
customizations/terraform

注:backend.tf ファイルと aft-
providers.tf ファイルはこの
ディレクトリにあります。
このディレクトリには、aft-
global-customizations リポジ
トリの Terraform ファイルも
含まれています。

2. ローカルでテストしたい 
Terraform コードの変更を設定
ファイルに組み込みます。

AWS 管理者

ct_terraform.sh スクリプトを実行
して、出力を確認します。

1. sh スクリプトを含むローカル
フォルダーに移動します。

2. 変更した Terraform コードを
検証するには、次のコマンド

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
を実行して ct_terraform.sh ス
クリプトを実行します。

~/scripts/ct_terraform.sh 
 apply

注:このステップでは、任意の 
Terraform コマンドを実行でき
ます。Terraform () の全コマン
ドを表示するには、次のコマ
ンドを実行します。

terraform --help

3. コマンドの出力を確認しま
す。次に、変更をコミットし
て AFT リポジトリにプッシュ
する前に、コードの変更を
ローカルでデバッグします。

重要:

• ローカルで行われ、リモート
リポジトリにプッシュバック
されない変更は一時的なもの
であり、実行中の AFT パイ
プラインオートメーションに
よっていつでも元に戻すこと
ができます。

• AFT オートメーションは、他
のユーザーや AFT オートメー
ショントリガーが呼び出すこ
とができるため、いつでも実
行できます。

• AFT は常にリポジトリのメイ
ンブランチからコードを適用
し、コミットされていない変
更を取り消します。

ローカルコードの変更をコミットして AFT リポジトリにプッシュする

タスク 説明 必要なスキル

バックエンドの.tf ファイルと aft-
providers.tf ファイルへの参照
を.gitignore ファイルに追加しま
す。

次のコマンドを実行して、作
成したバックエンドの.tf ファ
イルと aft-providers.tf ファイル
を.gitignore ファイルに追加しま
す。

echo backend.tf 
 >> .gitignore

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
echo aft-providers.tf 
 >>.gitignore

注:ファイルを.gitignore ファイ
ルに移動すると、ファイルがコ
ミットされてリモート AFT リポ
ジトリにプッシュバックされる
ことがなくなります。

コードの変更をコミットし、リ
モート AFT リポジトリにプッ
シュします。

1. 新しい Terraform (Terraform) 
をリポジトリに追加するに
は、次のコマンドを実行しま
す。

git add <filename>

2. 変更をコミットして AWS 
のリモート AFT リポジ
トリにプッシュするには 
CodeCommit、次のコマンド
を実行します。

git commit -a
git push

重要:この時点までにこの手順に
従って導入したコード変更は、1 
つの AWS アカウントにのみ適用
されます。

AWS 管理者

AFT が管理する複数のアカウントに変更をロールアウト

タスク 説明 必要なスキル

AFT が管理しているすべてのア
カウントに変更をロールアウト
します。

AFT が管理する複数の AWS ア
カウントに変更を適用するに
は、AWS Control Tower ドキュ
メントの「カスタマイズを再度
呼び出す」の指示に従ってくだ
さい。

AWS 管理者

その他のパターン
• リードレプリカを使用して Amazon RDS PeopleSoft カスタムの Oracle に HA を追加します (p. 475)
• AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化す

る (p. 1153)
• AWS CDK を使用して AWS Service Catalog ポートフォリオと製品デプロイを自動化する (p. 688)
• Amazon MQ の RabbitMQ 設定を自動化する (p. 1224)
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• Azure AD を使用する AWS マルチアカウント環境の SAML 2.0 フェデレーションを自動化す
る (p. 2348)

• クラウドカストディアンと AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS 管理ポリシーを EC2 イ
ンスタンスプロファイルに自動的にアタッチします。 (p. 710)

• AWS CDK を使用して、マイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動
的に構築します (p. 719)

• 変更を自動的に検出し、 CodePipeline モノレポのさまざまなパイプラインを開始します 
CodeCommit (p. 832)

• AWS Config CloudTrail のカスタム修復ルールを使用して AWS を自動的に再有効化 (p. 2371)
• AWS DataOps 開発キットを使用して Google アナリティクスのデータを取り込み、変換、分析するため

のデータパイプラインを構築する (p. 434)
• Amazon EC2 Auto Scaling とSystems Manager を使用して Micro Focus エンタープライズサーバー 

PAC を構築 (p. 2044)
• サーバーレスアプローチで AWS のサービスを連結 (p. 2644)
• ハイブリッドリンクモードを使用してデータセンターを VMware Cloud on AWS に拡張するように設定

する (p. 932)
• AWS 上の SQL Server の常時稼働可用性グループでの読み取り専用ルーティングの設定 (p. 499)
• AWS 上の VMware クラウド上に仮想マシンをプロビジョニングするように VMware vRealize 

Automation を設定する (p. 935)
• Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインを自動的に作成 (p. 768)
• AWS 上の VMware クラウドを使用して VMware SDDC を AWS にデプロイする (p. 942)
• プライベートエンドポイントとApplication Load Balancer を使用して、Amazon API Gateway API を内

部ウェブサイトにデプロイします。 (p. 2757)
• Amazon EKS クラスターをデプロイおよびデバッグする (p. 307)
• Terraform と Python を使用して Fargate を使用して Amazon EKS に CoreDNS を自動的にデプロイし

ます (p. 254)
• Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティ自動化をデプロイする (p. 2457)
• IAM プロファイルがEC2 インスタンスと関連付けられていることを確認します。 (p. 2488)
• AWS Organizations 内の組織全体から AWS バックアップレポートを CSV ファイルとしてエクスポート

する (p. 813)
• Amazon Personalize を使用して、パーソナライズおよび再ランク付けされたレコメンデーションを生成

する (p. 1112)
• Amazon Kinesis Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合に識別して警告す

る (p. 1150)
• Kubernetes を使用して Amazon EKS ワーカーノードに SSM エージェントをインストールします 

DaemonSet (p. 340)
• を使用して SSM CloudWatch エージェントと Amazon EKS ワーカーノードにエージェントをインス

トールします preBootstrapCommands (p. 343)
• 複数の AWS アカウントと AWS リージョンで AWS Service Catalog 製品を管理 (p. 1204)
• AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere をセットアップして、オンプレミスのコンテナアプリ

ケーションを管理します (p. 2169)
• DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホストゾーンに一括移行する (p. 2282)
• オラクル E ビジネススイートを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1680)
• PeopleSoft オラクルを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1741)
• VMware HCX を使用して VMware SDDC を VMware クラウドオンの VMware クラウドに移

行 (p. 1578)
• Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化を監視する (p. 2529)
• ElastiCache セキュリティグループのクラスターを監視 (p. 2537)
• コンテナを再起動せずにデータベースの認証情報を更新する (p. 376)
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• IAM ユーザーが作成されたときに通知を送信する (p. 2546)
• AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere でハイブリッドワークロード用の CI/CD パイプラインを

セットアップし、 GitLab (p. 950)
• AWS PeopleSoft に高可用性アーキテクチャをセットアップ (p. 145)
• NICE と EnginFrame NICE DCV セッションマネージャーを使用して、auto スケーリング仮想デスク

トップインフラストラクチャ (VDI) をセットアップします。 (p. 923)
• アクティブなスタンバイデータベースを使用して Amazon RDS Custom で Oracle E-ビジネススイート

の HA/DR アーキテクチャをセットアップします。 (p. 641)
• マルチリージョン、マルチアカウントの組織で AWS CloudFormation ドリフト検知を設定 (p. 1186)
• Aurora PostgreSQL 互換で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする (p. 1465)
• AWS プライベート CA と AWS RAM を使用してプライベート証明書管理を簡素化します (p. 2564)
• AWS Organizations を使用してTransit Gateway の添付ファイルに自動的にタグを付ける (p. 2298)
• Amazon RDS Custom for PeopleSoft Oracle の移行ロール (p. 649)
• インフラストラクチャーコードのテスト駆動開発には Serverspec を使用してください (p. 894)
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IoT 環境のセキュリティイベント
のロギングとモニタリングの設定

IoT
トピック

• AWS IoT 環境のセキュリティイベントのロギングとモニタリングの設定 (p. 1067)
• データレイクの AWS IoT SiteWise メタデータ属性を抽出してクエリする (p. 1072)
• その他のパターン (p. 1077)

AWS IoT 環境のセキュリティイベントのロギング
とモニタリングの設定

プラティーク・プラカシュ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:IoT、セキュリ
ティ、アイデンティティ、コン
プライアンス、運用

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス: CloudWatchア
マゾン、 OpenSearch アマゾ
ンサービス、 GuardDutyアマ
ゾン、AWS IoT Core、AWS 
IoT Device Defender、AWS 
IoT Device Management、 
CloudWatch アマゾンログ

概要
特に組織は何十億ものデバイスをIT環境に接続しているため、モノのインターネット（IoT）環境の安全を
確保することは重要な優先事項です。このパターンは、Amazon Web Services vice (AWS) クラウド上の 
IoT 環境全体のセキュリティイベントのログ記録とモニタリングを実装するために使用できるリファレン
スアーキテクチャです。通常、AWS クラウド上の IoT 環境には次の 3 つのレイヤーがあります。

• 関連するテレメトリデータを生成する IoT デバイス。
• お客様の IoT デバイスを他のデバイスや AWS サービスに接続する AWS IoT サービス (AWS IoT 

Core、AWS IoT Device Management 、AWS IoT Device Defender など)。
• テレメトリデータの処理を支援し、さまざまなビジネスユースケースに役立つ洞察を提供するバックエ

ンド AWS サービス。

「AWS IoT Lens-AWS Well-Architected Framework」ホワイトペーパーで提供されるベストプラクティス
は、クラウドベースのアーキテクチャを見直して改善し、設計上の決定がビジネスに与える影響をよりよ
く理解するのに役立ちます。重要な推奨事項は、デバイスと AWS クラウドのアプリケーションログとメ
トリックスを分析することです。これは、さまざまなアプローチや手法（脅威モデリングなど）を活用し
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前提条件と制限

て、潜在的なセキュリティ問題を検出するために監視する必要のある指標やイベントを特定することで実
現できます。 

このパターンでは、AWS IoT とセキュリティサービスを使用して、AWS クラウド上の IoT 環境用のセ
キュリティロギングとモニタリングのリファレンスアーキテクチャを設計および実装する方法について説
明します。このアーキテクチャは、既存の AWS セキュリティのベストプラクティスを基に、お客様の IoT 
環境に適用します。

前提条件と制限
前提条件

• 既存のlanding zone 環境。詳細については、AWS 規範的ガイダンスウェブサイトの「安全でスケーラブ
ルなマルチアカウント AWS 環境のセットアップ」を参照してください。

• 次のアカウントがlanding zone で利用可能である必要があります。
• ログアーカイブアカウント — このアカウントは、ランディングゾーンの組織単位 (OU) のアカウント

のログ情報にアクセスする必要があるユーザー用です。詳細については、AWS Prescriptive Guidance 
ウェブサイトの「AWS セキュリティリファレンスアーキテクチャ」ガイドの「セキュリティ OU — 
ログアーカイブアカウント」セクションを参照してください。

• セキュリティアカウント — セキュリティチームとコンプライアンスチームはこのアカウントを使用し
て監査や緊急のセキュリティ操作を行います。このアカウントは Amazon GuardDuty の管理者アカウ
ントとしても指定されています。管理者アカウントのユーザーは GuardDuty、 GuardDuty 自分のアカ
ウントおよびすべてのメンバーアカウントの検出結果を表示および管理できるだけでなく、設定もで
きます。詳細については、Amazon GuardDuty ドキュメントの「複数のアカウントの管理」を参照し
てください。 GuardDuty

• IoT アカウント — このアカウントは IoT 環境用です。

アーキテクチャ
このパターンは、AWS ソリューションライブラリの集中ロギングソリューションを拡張して、セキュリ
ティ関連の IoT イベントの収集と処理を可能にします。集中ログソリューションはセキュリティアカウン
トにデプロイされ、Amazon CloudWatch ログの収集、分析、表示を 1 つのダッシュボードで行えます。
このソリューションは、複数のソースからのログファイルを統合、管理、分析します。最後に、集中ロギ
ングソリューションでは、Amazon OpenSearch ServiceOpenSearch とダッシュボードを使用してすべて
のログイベントを一元的に表示することもできます。 

次のアーキテクチャ図は、AWS クラウド上の IoT セキュリティロギングとリファレンスアーキテクチャの
主要コンポーネントを示しています。 

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. IoT Thingsは、異常なセキュリティイベントがないか監視する必要があるデバイスです。これらのデバ
イスはエージェントを実行して、セキュリティイベントまたはメトリックスを AWS IoT Core と AWS 
IoT Device Defender に公開します。

2. AWS IoT のログ記録が有効であれば、AWS IoT は、各メッセージがメッセージブローカーとルールエ
ンジンを経由してデバイスから渡されるときに、各メッセージに関する進行状況イベントを Amazon 
CloudWatch Logs に送信します。 CloudWatch ログサブスクリプションを使用して、集中型ロギングソ
リューションにイベントをプッシュできます。詳細については、AWS IoT AWS IoT Core ドキュメント
の「AWS IoT メトリックスとディメンション」を参照してください。 

3. AWS IoT Device Defender は、IoT デバイスの安全でない設定やセキュリティメトリクスを監視するの
に役立ちます。異常が検出されると、アラームは、サブスクライバーとして AWS Lambda 機能を備え
た Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) (Amazon SNS) に通知します。Lambda 関数はア
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ラームをメッセージとして CloudWatch Logs に送信します。 CloudWatch ログサブスクリプションを
使用して、集中型ロギングソリューションにイベントをプッシュできます。詳細については、AWS IoT 
Core ドキュメントの「監査チェック」、「デバイス側のメトリクス」、「クラウド側のメトリクス」
を参照してください。

4. AWS は、変更 (API の作成、更新、アタッチなど) を行う AWS IoT Core CloudTrail コントロール
プレーンのアクションを記録します。landing zone 実装の一部としてを設定すると、 CloudTrail 
CloudWatch イベントがログに送信され、サブスクリプションを使用してイベントを集中ログソリュー
ションにプッシュできます。 

5. AWS Config マネージドルールまたはカスタムルールは、IoT 環境の一部であるリソースを評価しま
す。「 CloudWatch CloudWatch ログのあるイベント」をターゲットとして、コンプライアンス変更通
知を監視します。 CloudWatch コンプライアンス変更通知がログに送信されたら、サブスクリプション
を使用してイベントを集中ログソリューションにプッシュできます。

6. Amazon GuardDuty CloudTrail は管理イベントを継続的に分析し、既知の悪意のある IP アドレス、異常
な位置情報、または匿名化されたプロキシから AWS IoT Core エンドポイントへの API 呼び出しを特定
できるよう支援します。 CloudWatch ログ内のロググループを対象として Amazon CloudWatch Events 
GuardDuty を使用して通知を監視します。 GuardDuty CloudWatch 通知がログに送信されたら、サブス
クリプションを使用して集中型監視ソリューションにイベントをプッシュしたり、 GuardDuty セキュリ
ティアカウントのコンソールを使用して通知を表示したりできます。

7. AWS Security Hub は、セキュリティのベストプラクティスを使用して IoT アカウントを監視します。 
CloudWatch CloudWatch ログ内のロググループを含むイベントをターゲットとして使用して、Security 
Hub の通知を監視します。Security Hub CloudWatch の通知がログに送信されたら、サブスクリプショ
ンを使用して集中型モニタリングソリューションにイベントをプッシュするか、セキュリティアカウン
トの Security Hub コンソールを使用して通知を表示します。

8. Amazon Detective は、情報を評価および分析して根本原因を特定し、AWS IoT エンドポイントや IoT 
アーキテクチャ内の他のサービスへの異常な呼び出しに関するセキュリティ上の発見があれば対策を講
じます。

9. Amazon Athena は、ログアーカイブアカウントに保存されているログをクエリして、セキュリティ結果
の理解を深め、傾向や悪意のあるアクティビティを特定します。

Tools
• Amazon Athena は、標準的な SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデー

タを直接分析することを容易にする、インタラクティブなクエリサービスです。
• AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用とリスクの監査を

行えるように支援します。
• Amazon は、AWS のリソースと、AWS CloudWatch で実行しているアプリケーションをリアルタイム

にモニタリングします。  CloudWatch を使用してメトリクスを収集し、追跡できます。メトリクスと
は、リソースやアプリケーションに関して測定できる変数です。 

• Amazon CloudWatch Logs は、使用中のすべてのシステム、アプリケーション、AWS のサービスから
のログを、一元管理します。ログを表示およびモニタリングしたり、特定のエラーコードやパターンを
検索したり、特定のフィールドに基づいてフィルタリングしたり、future 分析のために安全にアーカイ
ブしたりできます。 

• AWS Config は、AWS アカウントにおける AWS リソースの設定を詳細に表示します。
• Amazon Detective te
• AWS Glue は、簡単でコスト効果の高い方法でデータの分類、クリーニング、エンリッチ、信頼性の高

い方法でのデータストアおよびデータストリームへの移動が可能な、完全マネージド型の抽出、変換、
ロード (ETL) サービスです。

• Amazon GuardDuty は、継続的なセキュリティモニタリングサービスです。
• AWS IoT Core は、インターネットに接続されたデバイス (センサー、アクチュエータ、組み込みデバイ

ス、ワイヤレスデバイス、スマートアプライアンスなど) を MQTT、HTTPS、 LoRa WAN 経由で AWS 
クラウドに接続するための安全な双方向通信を提供します。
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• AWS IoT Defender は、デバイスの設定の監査、異常動作の検出を目的としたコネクテッドデバイスの
モニタリング、セキュリティリスクの軽減を行うことができるセキュリティサービスです。

• Amazon OpenSearch Service は、AWS OpenSearch クラウドでクラスターのデプロイ、オペレーショ
ン、スケーリングを容易にするマネージドサービスです。

• AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを、お客様が作成して集中管理する組織に統合できる
ようにする、アカウント管理サービスです。

• AWS Security Hub では、AWS のセキュリティ状態を包括的に把握し、セキュリティ業界標準およびベ
ストプラクティスに照らして環境をチェックするのに役立ちます。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、AWS クラウドの論理的に隔離されたセクションをプ
ロビジョニングします。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークによく似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメ
リットがあります。

叙事詩
landing zone 環境に IoT アカウントを設定する

タスク 説明 必要なスキル

IoT アカウントのセキュリティ
ガードレールを検証します。

IoT アカウントで 
CloudTrail、AWS Config 
GuardDuty、Security Hub のガー
ドレールが有効になっているこ
とを確認します。

AWS 管理者

IoT アカウントがセキュリティア
カウントのメンバーアカウント
として設定されていることを確
認します。

IoT アカウントが、セキュリ
ティアカウントの Security Hub 
GuardDuty のメンバーアカウン
トとして設定され、関連付けら
れていることを確認します。

詳細については、Amazon 
GuardDuty ドキュメントの
「AWS Organizations GuardDuty 
のアカウントの管理」と AWS
Security Hub ドキュメントの
「管理者アカウントとメンバー
アカウントの管理」を参照して
ください。

AWS 管理者

ログアーカイブを検証します。 AWS Config および VPC フロー
ログがLog Archive アカウントに
保存されていることを確認しま
す。 CloudTrail

AWS 管理者

集中ロギングソリューションの設定

タスク 説明 必要なスキル

セキュリティアカウントに集中
ログソリューションを設定しま
す。

セキュリティアカウントの AWS 
マネジメントコンソールにサイ
ンインし、AWS ソリューショ
ンライブラリから集中ロギン

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
グソリューションをセットアッ
プして、Amazon CloudWatch 
OpenSearch OpenSearch サービ
スとダッシュボードでログを収
集、分析、表示できます。

詳細については、AWS ソリュー
ションライブラリの「集中ロギ
ング導入ガイド」の「集中ロギ
ングソリューションで Amazon 
CloudWatch ログを単一のダッ
シュボードに収集、分析、表示
する」を参照してください。

IoT アカウントで AWS リソースをセットアップし、設定する

タスク 説明 必要なスキル

AWS IoT ログ記録を設定する。 IoT アカウントの AWS マネジメ
ントコンソールにサインインし
ます。ログにログを送信するよ
うに AWS IoT Core CloudWatch 
をセットアップして設定しま
す。

詳細については、AWS IoT Core 
ドキュメントの「AWS IoT ロギ
ングの設定」と「 CloudWatch 
ログを使用して AWS IoT をモニ
タリングする」を参照してくだ
さい。

AWS 管理者

AWS IoT Device Defender の
セットアップ。

AWS IoT Device Defender を設
定して IoT リソースを監査し、
異常を検出します。

詳細については、AWS IoT 
Core ドキュメントの「AWS IoT 
Device Defender の使用開始」を
参照してください。 

AWS 管理者

セットアップ CloudTrail。 CloudTrail CloudWatch ログにイ
ベントを送信するように設定し
ます。

詳細については、AWS 
CloudTrail ドキュメントの「
CloudWatch ログへのイベントの
送信」を参照してください。 

AWS 管理者

AWS Config および AWS Config 
ルールをセットアップします。

AWS Config と必要な AWS 
Config ルールを設定します。詳
細については、AWS Config ド
キュメントの「コンソールによ
る AWS Config の設定」および

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
「コンソールによる AWS Config 
ルールのセットアップ」を参照
してください。 

セットアップ GuardDuty。 GuardDuty CloudWatch ログ内の
ロググループをターゲットとし
て、結果を Amazon CloudWatch 
Events に送信するように設定お
よび設定します。 

詳細については、Amazon 
GuardDuty ドキュメントの
「Amazon CloudWatch Events 
GuardDuty による結果に対する
カスタムレスポンスの作成」を
参照してください。 

AWS 管理者

Security Hub を設定します。 Security Hub をセットアップ
し、CIS AWS Foundations ベ
ンチマークと AWS Fundational 
Security ベストプラクティス標準
を有効にする。

詳細については、AWS Security 
Hub ドキュメントの「自動応答
と修正」を参照してください。

AWS 管理者

Amazon Detective セキュリティ結果の分析を容易
にするように Detective を設定

詳細については、Amazon 
Detective ドキュメントの
「Amazon Detective の設定」を
参照してください。 

AWS 管理者

Amazon Athena と AWS Glue を
セットアップします。

セキュリティインシデント調査
を行う AWS サービスログをク
エリするように Athena と AWS 
Glue を設定します。

詳細については、Amazon 
Athena ドキュメントの「AWS 
サービスログのクエリ」を参照
してください。 

AWS 管理者

関連リソース
• landing zone とは？

データレイクの AWS IoT SiteWise メタデータ属性
を抽出してクエリする
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

作成者:アンバリッシュ・ドンガオンカー (AWS)

環境:プロダクション テクノロジー:IoT、分析、ビッグ
データ

AWS サービス:AWS IoT 
SiteWise、AWS Lambda、AWS 
Glue

概要
AWS IoT SiteWise では、資産モデルと階層を使用して産業機器、プロセス、施設を表現します。各モデル
またはアセットには、環境固有の複数の属性を設定できます。メタデータ属性の例には、資産の設置場所
または物理的な場所、プラントの詳細、機器識別子などがあります。これらの属性値は資産測定データを
補完し、ビジネス価値を最大化します。機械学習 (ML) により、このメタデータに関するさらなる洞察が得
られ、エンジニアリングタスクが合理化されます。

ただし、メタデータ属性を AWS IoT SiteWise サービスから直接クエリすることはできません。属性
をクエリ可能にするには、属性を抽出してデータレイクに取り込む必要があります。このパターン
では、Python スクリプトを使用してすべての AWS IoT SiteWise アセットの属性を抽出し、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのデータレイクに取り込みます。このプロセスを完了す
ると、Amazon Athena の SQL クエリを使用して、AWS IoT SiteWise メタデータ属性やその他のデータ
セット（測定データセットなど）にアクセスできます。メタデータ属性情報は、AWS IoT SiteWise モニ
ターやダッシュボードを操作するときにも役立ちます。S3 バケットの抽出された属性を使用して AWS 
QuickSight ダッシュボードを構築することもできます。

パターンには参照コードが含まれており、AWS Lambda や AWS Glue など、ユースケースに最適なコン
ピューティングサービスを使用してコードを実装できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Lambda 関数または AWS Glue ジョブをセットアップするためのアクセス権限。
• Amazon S3 バケット。
• 資産モデルと階層は AWS IoT で設定されます SiteWise。詳細については、「アセットモデルの作成

(AWS IoT SiteWise ドキュメント)」を参照してください。

アーキテクチャ
このプロセスを完了するには、Lambda 関数または AWS Glue ジョブを使用できます。モデルが 100 個未
満で、各モデルの属性が平均 15 個以下の場合は、Lambda を使用することをお勧めします。その他のユー
スケースでは、AWS Glue の使用をお勧めします。

以下の図に、ソリューションアーキテクチャとワークフローを示します。

1. スケジュールされた AWS Glue ジョブまたは Lambda 関数が実行されます。AWS IoT からアセットの
メタデータ属性を抽出し SiteWise 、S3 バケットに取り込みます。

2. AWS Glue クローラーは、抽出されたデータを S3 バケットにクロールし、AWS Glue データカタログ
にテーブルを作成します。

3. Amazon Athena は、標準的な SQL を使用して、AWS Glue データカタログ内のテーブルをクエリしま
す。

1073

https://docs.aws.amazon.com/iot-sitewise/latest/userguide/create-asset-models.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

自動化とスケール

Lambda 関数または AWS Glue ジョブは、AWS IoT SiteWise アセット設定の更新頻度に応じて、毎日また
は毎週実行するようにスケジュールできます。

サンプルコードで処理できる AWS IoT SiteWise アセットの数に制限はありませんが、アセットの数が多
いと、プロセスの完了に必要な時間が長くなる可能性があります。

Tools
• Amazon Athena は、標準 SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを

標準的な SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを標準 SQL を使用
して分析できるようにするインタラクティブなクエリサービスです。

• AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データスト
アとデータストリーム間でのデータの分類、クリーニング、エンリッチ化、移動を確実に行うことがで
きます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかをコントロールし
て、AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。

• AWS IoT SiteWise は、産業機器からデータを大規模に収集し、モデル化、分析、視覚化するのに役立ち
ます。

• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できるコンピュー
ティングサービスです。必要なときにのみコードを実行し、自動的にスケーリングするため、支払いは
実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ課金されます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得できるように
するクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを AWS 
サービスと統合するのに役立つソフトウェア開発キットです。

叙事詩
ジョブまたは機能の設定

タスク 説明 必要なスキル

IAM で権限を設定します。 IAM コンソールで、Lambda 関数
または AWS Glue ジョブが引き
受ける IAM ロールにアクセス権
限を付与して、次の操作を行い
ます。

• AWS IoT SiteWise サービスか
ら読み込む

• S3 バケットへの書き込み

詳細については、「AWS サービ
スのロールの作成 (IAM ドキュメ
ント)」を参照してください。

一般的な AWS

Lambda 関数または AWS Glue 
ジョブを作成します。

Lambda を使用している場合
は、新しい Lambda 関数を作
成します。「ランタイム」には
「Python」を選択します。詳
細については、「Python を使

一般的な AWS
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
用した Lambda 関数のビルド
(Lambda ドキュメント)」を参照
してください。

AWS Glue を使用している場合
は、AWS Glue コンソールで新
しい Python シェルジョブを作
成します。詳細については、
「Python シェルジョブの追加
(AWS Glue ドキュメント)」を参
照してください。 

Lambda 関数または AWS Glue 
ジョブを更新します。

新しい Lambda 関数または AWS 
Glue ジョブを変更し、追加情報
セクションにコードサンプルを
入力します (p. 1076)。ユース
ケースの必要に応じてコードを
変更します。詳細については、
「コンソールエディタを使用し
てコードを編集する」(Lambda 
ドキュメント) と「スクリプトを
使用する」(AWS Glue ドキュメ
ント) を参照してください。

一般的な AWS

ジョブまたはファンクションを実行する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数または AWS Glue 
ジョブを実行します。

Lambda 関数または AWS Glue 
ジョブを実行します。詳細につ
いては、「Lambda 関数を呼び出
す」(Lambda ドキュメント) また
は「トリガーを使用してジョブ
を開始する」(AWS Glue ドキュ
メント) を参照してください。こ
れにより、AWS IoT SiteWise 階
層内のアセットとモデルのメタ
データ属性が抽出され、指定さ
れた S3 バケットに保存されま
す。

一般的な AWS

AWS Glue クローラを設定しま
す。

CSV 形式のファイルに必要な形
式分類子を使用して AWS Glue 
クローラを設定します。Lambda 
関数または AWS Glue ジョブで
使用される S3 バケットとプレ
フィックスの詳細を使用してく
ださい。詳細については、「ク
ローラーの定義 (AWS Glue ド
キュメント)」を参照してくださ
い。

一般的な AWS

AWS Glue クローラを実行しま
す。

クローラーを実行して、Lambda 
関数または AWS Glue ジョブに

一般的な AWS
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
よって作成されたデータファイ
ルを処理します。クローラは、
指定した AWS Glue データカタ
ログにテーブルを作成します。
詳細については、「トリガーを
使用してクローラーを起動する
(AWS Glue ドキュメント)」を参
照してください。

メタデータ属性を照会します。 Amazon Athena を使用して、
ユースケースに応じて標準 SQL 
を使用して AWS Glue データ
カタログをクエリします。メ
タデータ属性テーブルは、他
のデータベースやテーブルと結
合できます。詳細については、
「はじめに」(Amazon Athena ド
キュメント) を参照してくださ
い。

一般的な AWS

関連リソース
• Amazon Athena ドキュメンテーション
• AWS Glue ドキュメンテーション
• AWS IoT SiteWise API リファレンス
• AWS IoT SiteWise ユーザーガイド

• ご利用開始にあたって
• 産業資産のモデリング
• アセットモデル間の関係 (階層) 間の関係 (階層) 間の関係
• アセットの関連付けと関連付け解除
• AWS IoT SiteWise デモの作成

• IOTSiteWise (Python 用 SDK ドキュメンテーション)
• Lambda ドキュメンテーション

追加情報
Code

提供されているサンプルコードは参照用であり、このコードはユースケースに合わせて必要に応じてカス
タマイズできます。

# Following code can be used in an AWS Lambda function or in an AWS Glue Python shell job.  
# IAM roles used for this job need read access to the AWS IoT SiteWise service and write 
 access to the S3 bucket.
sw_client = boto3.client('iotsitewise')
s3_client = boto3.client('s3')
output = io.StringIO() 
  
attribute_list=[]
bucket = '{3_bucket name}'
prefix = '{s3_bucket prefix}'
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その他のパターン

output.write("model_id,model_name,asset_id,asset_name,attribuet_id,attribute_name,attribute_value
\n") 
      
m_resp = sw_client.list_asset_models()
for m_rec in m_resp['assetModelSummaries']: 
     model_id = m_rec['id'] 
     model_name = m_rec['name'] 
  
     attribute_list.clear() 
     dam_response = sw_client.describe_asset_model(assetModelId=model_id) 
     for rec in dam_response['assetModelProperties']: 
         if 'attribute' in rec['type']: 
            attribute_list.append(rec['name']) 
      
     response = sw_client.list_assets(assetModelId=model_id, filter='ALL') 
     for asset in response['assetSummaries']: 
         asset_id = asset['id'] 
         asset_name = asset['name'] 
         resp = sw_client.describe_asset(assetId=asset_id) 
         for rec in resp['assetProperties']: 
            if rec['name'] in attribute_list: 
                p_resp = sw_client.get_asset_property_value(assetId=asset_id, 
 propertyId=rec['id']) 
                if 'propertyValue' in p_resp: 
                    if p_resp['propertyValue']['value']: 
                        if 'stringValue' in p_resp['propertyValue']['value']: 
                             output.write(model_id + "," + model_name + "," + asset_id + 
 "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," + str(p_resp['propertyValue']
['value']['stringValue']) + "\n")                              
                        if 'doubleValue' in p_resp['propertyValue']['value']: 
                             output.write(model_id + "," + model_name + "," + asset_id + 
 "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," + str(p_resp['propertyValue']
['value']['doubleValue']) + "\n") 
                        if 'integerValue' in p_resp['propertyValue']['value']: 
                             output.write(model_id + "," + model_name + "," + asset_id + 
 "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," + str(p_resp['propertyValue']
['value']['integerValue']) + "\n") 
                         if 'booleanValue' in p_resp['propertyValue']['value']: 
                             output.write(model_id + "," + model_name + "," + asset_id + 
 "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," + str(p_resp['propertyValue']
['value']['booleanValue']) + "\n") 
  
output.seek(0)
s3_client.put_object(Bucket=bucket, Key= prefix + '/data.csv', Body=output.getvalue())
output.close()

その他のパターン
• AWS IoT Greengrass を使用して、コスト効率の高い方法で IoT データを Amazon S3 に直接取り込みま

す (p. 453)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
音声をリアルタイムで分析

機械学習と AI
トピック

• Amazon Transcribe と Amazon Comprehend を使用して音声をリアルタイムで分析します (p. 1078)
• ある AWS アカウントの AWS CodeCommit リポジトリを別のアカウントの SageMaker Studio に関連

付ける (p. 1084)
• Amazon Textract を使用して PDF ファイルからコンテンツを自動的に抽出します (p. 1090)
• AWS Step Functions SageMaker のモデルトレーニング用にカスタム Docker コンテナイメージを作成

し、それを使用する (p. 1095)
• Amazon の推論パイプラインを使用して、前処理ロジックを単一エンドポイントの ML モデルにデプ

ロイします。 SageMaker (p. 1105)
• Amazon Personalize を使用して、パーソナライズおよび再ランク付けされたレコメンデーションを生

成する (p. 1112)
• Amazon で GPU をサポートするカスタム ML モデルをトレーニングしてデプロイする 

SageMaker (p. 1118)
• テラバイト規模の ML データセットの分散型フィーチャエンジニアリングに SageMaker Processing 

を使用 (p. 1129)
• Flask と AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化する (p. 1139)
• より多くのパターン (p. 1149)

Amazon Transcribe と Amazon Comprehend を使
用して音声をリアルタイムで分析します

スレシュ・コナタラとチャナアントニオ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:機械学習とAI、
ウェブサイトとウェブアプリ、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

AWS サービス:Amazon 
Comprehend、Amazon 
S3、Amazon 
Transcribe、Amazon Amazon 
CloudFront

概要
多くの組織は顧客との会話を処理して分析する必要がありますが、音声データは検索や分析が難しい場合
があります。このパターンでは、Amazon Transcribe でリアルタイム文字起こしを使用して音声をテキス
トに変換し、Amazon Comprehend を使用して分析し、名前、場所、日付や数量などのエンティティを認
識して抽出する方法について説明します。

フロントエンドユーザーインターフェイス (UI) は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トにデプロイされ、Amazon CloudFront からアクセスします。ユーザーが話すと、 WebSocket オーディ
オデータストリームは接続を介して Amazon Transcribe ストリーミング API に送信されます。 

このパターンでは、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールをポリシーにアタッチし
て、Amazon Transcribe と Amazon Comprehend を呼び出す方法についても説明します。 
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• Amazon Web Services（AWS）のアカウント。
• Amazon 文字起こしと Amazon Comprehend を呼び出すための IAM 権限。
• frontend-app.ziplambda_function.zipおよびファイル (添付) は、ローカルコンピュータにダウ

ンロードされます。

機能制限

• カスタムボキャブラリーファイルを提供することで、文字起こしの精度を向上させることができます。
詳細については、Amazon Transcribe ドキュメントの「カスタムボキャブラリー」を参照してくださ
い。

• Amazon Comprehend の組み込みバージョンは、人名、場所、日付などのエンティティのみを認識しま
す。Amazon Comprehend のカスタムエンティティ認識を使用して、ユースケースに合ったビジネス固
有のエンティティ (製品コードなど) を抽出できます。詳細については、Amazon Comprehend ドキュメ
ントの「カスタムエンティティ認識」を参照してください。

アーキテクチャ

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. 静的ウェブサイトのコンテンツは Amazon S3 でホストされ、 CloudFront ディストリビューションを使
用して配信されます。ユーザーが Web サイトにアクセスすると、次の Web ページが表示されます。 

2. ユーザーがマイクアイコンをクリックすると、ブラウザは Amazon API ゲートウェイに REST API 呼び
出しを行います。次に、API Gateway は AWS Lambda 関数を呼び出します。

3. Lambda 関数は、Amazon Transcribe と Amazon Comprehend を呼び出す権限を持つポリシーがアタッ
チされた IAM ロールを前提としています。Lambda 関数は、AWS Security Token Service (AWS STS) API 
を呼び出し、一時的アクセスキー Id とシークレットアクセスキー認証情報を取得します。これらの一時的
なアクセス認証情報は、REST API 呼び出し応答でブラウザに送信されます。

4. フロントエンド UI は、マイクストリーム npm モジュールを使用してマイクのライブオーディオをキャ
プチャします。UI はオーディオストリームを Amazon トランスクリプブ WebSocket API に送信します。
この API は、文字起こしされたテキストのストリームで応答します。

5. 文字起こしされたテキストは Amazon Comprehend に送信され、分析とエンティティ認識が行われま
す。Amazon Comprehend は、識別されたエンティティのリスト (たとえば、人名、場所、特定の日付や
数量) を返します。次の画像は、UI がこの情報を使用してテキストを色分けして表示する方法を示してい
ます。

テクノロジースタック

• CloudFront
• Amazon Comprehend
• IAM
• Amazon S3
• Amazon Transcribe
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Tools

• ReactJS
• Python3
• Boto3

Tools
• Amazon API Gateway を使用すると、いずれの規模でも、REST、HTTP、 WebSocket API を作成、配

布、ホスティング、モニタリング、保護できます。
• Amazon Comprehend は、自然言語処理を使用して、コンテンツに関するインサイトを抽出するドキュ

メント分析サービスです。
• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用

して、誰がその使用を許可されるかをコントロールし、AWS Identity and Access Management (IAM) を
使用して、AWS Identity and Access Management

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、バックアップ、データレイクなど、
さまざまなストレージソリューションに使用できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービス
です。

• AWS Security Token Service (AWS STS) を使用すると、権限が制限された一時的な認証情報をユーザー
にリクエストできます。

• Amazon Transcribe は、機械学習モデルを使用して音声をテキストに変換する自動音声認識サービスで
す。

Code

frontend-app.ziplambda_function.zipおよびファイル (添付) には、このパターンのソースコード
が含まれています。

叙事詩
一時的な認証情報を受け取る API を作成する

タスク 説明 必要なスキル

IAM ポリシーを作成する AWS Management コンソールに
サインインして IAM コンソール
を開き、次のコードを使用して 
IAM ポリシーを作成します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "VisualEditor0", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "comprehend:DescribeSentimentDetectionJob", 
                
 "comprehend:DescribeTopicsDetectionJob", 
                
 "comprehend:DetectSentiment", 

アプリケーション開発者、AWS 
DevOps、ジェネラル AWS
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タスク 説明 必要なスキル
               
 "comprehend:DescribeEntityRecognizer", 
                
 "comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob", 
                
 "comprehend:DescribeDocumentClassificationJob", 
                
 "comprehend:BatchDetectSentiment", 
                
 "comprehend:BatchDetectEntities", 
                
 "comprehend:BatchDetectKeyPhrases", 
                
 "comprehend:DetectDominantLanguage", 
                
 "comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob", 
                
 "comprehend:ClassifyDocument", 
                
 "comprehend:DetectSyntax", 
                
 "comprehend:DescribeDocumentClassifier", 
                
 "comprehend:BatchDetectSyntax", 
                
 "transcribe:StartStreamTranscription", 
                
 "comprehend:BatchDetectDominantLanguage", 
                
 "comprehend:DescribeEndpoint", 
                
 "comprehend:DetectEntities", 
                
 "transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket", 
                
 "comprehend:DetectKeyPhrases", 
                
 "comprehend:DescribeKeyPhrasesDetectionJob" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

詳細については、IAM ドキュメ
ントの「IAM ポリシーの作成」
を参照してください。
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タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成して IAM ポリ
シーにアタッチします。

1. IAM コンソールで、IAM コン
ソールで IAM ロールを作成し
ます。詳細については、IAM 
ドキュメントの「IAM ロー
ルの作成」を参照してくださ
い。 

2. IAM コンソールの作成
後、IAM コンソールのナビ
ゲーションペインで [Roles] 
(ロール) をクリックします。
前の手順で作成したロールの
名前を選択し、[信頼関係] タ
ブをクリックします。[信頼関
係を編集] を選択し、次のコー
ドをポリシードキュメントに
貼り付けます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": 
 "iam.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": 
 "arn:aws:iam::<account_number>:root" 
      }, 
      "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

3. [Update Trust Policy] (信頼ポ
リシーの更新) をクリックしま
す。

アプリケーション開発者、AWS 
DevOps、ジェネラル AWS

Lambda 関数を作成する Lambda コンソールを開
き、lambda_function.pyファ
イル (添付) を使用して Python 
3.7 ランタイム環境で Lambda 関
数を作成します。

詳細については、AWS Lambda 
ドキュメントの「コンソールで 
Lambda 関数を作成する」を参照
してください。

アプリ開発者、ジェネラル AWS
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タスク 説明 必要なスキル

API Gateway エンドポイントを
作成します。

Amazon API Gateway ウェイド
キュメントの「Lambda プロキ
シ統合による Hello World REST 
API の構築」チュートリアルの指
示に従って、API ゲートウェイを
使用して Lambda 関数を REST 
エンドポイントとして公開しま
す。

重要:API Gateway エンドポイン
トの URL を記録してください。

AWS 全般、アプリ開発者

ウェブサイトの作成 IaC

タスク 説明 必要なスキル

CloudFront オリジンアクセスア
イデンティティのバケットポリ
シーを設定して S3 バケットを作
成します。

AWS CloudFormation コンソール
で、staticwebsite.yamlファ
イル (添付) のテンプレートを使
用して、 CloudFront オリジン
アクセスアイデンティティのバ
ケットポリシーを含む S3 バケッ
トを作成するスタックを作成し
ます。

AWS 全般、アプリ開発者

フロントエンド UI の作成

タスク 説明 必要なスキル

API Gateway エンドポイント 
URL を更新します。

1. frontend-app.zipファ
イル (添付) から
ソースコードを抽出
し、getTranscribeCredentials.jsファ
イルを開きます。

2. <GET CREDENTIALS API 
GATEWAY ENDPOINT>前の手
順で記録した API Gateway エ
ンドポイント URL に置き換え
ます。

アプリケーションデベロッパー

アプリケーションをデプロイし
ます。

抽出したソースコードディレク
トリに移動し、次のコマンドを
実行してアプリケーションをビ
ルドしてデプロイします。

• npm install
• npm run build
• aws s3 cp –
recursive ./build s3://
<bucket_name>

アプリケーションデベロッパー
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関連リソース

関連リソース
• DetectEntities API
• Amazon S3 を使用してウェブサイトのホスティング
• 一時的な認証情報
• で 3 Amazon Transcribe 幕のストリーミングをで使用して WebSockets

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

ある AWS アカウントの AWS CodeCommit リポジ
トリを別のアカウントの SageMaker Studio に関連
付ける

ローレンス・ファン・デル・マース (AWS) とオーブリー・ウーストハイゼン (AWS) によって作成されま
した

環境:プロダクション テクノロジー:機械学習とAI、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス、クラ
ウドネイティブ DevOps

AWS サービス:AWS、 
CodeCommit SageMakerアマ
ゾン、AWS Identity and Access 
Management

概要
このパターンでは、ある AWS アカウント (アカウント A) の AWS CodeCommit リポジトリを別の AWS 
アカウント (アカウント B) の Amazon SageMaker Studio に関連付ける方法の説明とコードを示します。
関連付けを設定するには、アカウント A に AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーとロー
ルを作成し、アカウント B に IAM インラインポリシーを作成する必要があります。次に、シェルスクリプ
トを使用して、アカウント A からアカウント B の SageMaker Studio CodeCommit にリポジトリをクロー
ンします。

前提条件と制限
前提条件

• 2 つの AWS アカウント。1 CodeCommit つにはリポジトリが含まれ、もう 1 SageMaker つにはユー
ザーを含むドメインが含まれます

• インターネットにアクセスできるか、仮想プライベートネットワーク (VPC) CodeCommit エンドポイン
ト経由で AWS Security Token Service (AWS STS) にアクセスできる、SageMaker プロビジョニングさ
れたドメインとユーザー

• IAM の基本的な理解
• SageMaker スタジオの基本的な理解
• Git の基本的な理解と CodeCommit
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制限事項

SageMaker このパターンはスタジオにのみ適用され、AmazonのRStudioには適用されません 
SageMaker。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• アマゾン SageMaker
• SageMaker アマゾンスタジオ
• AWS CodeCommit
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Git

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、アカウント A CodeCommit のリポジトリをアカウント B の SageMaker Studio に関連付ける
アーキテクチャを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーはロールを通じてアカウント AMyCrossAccountRepositoryContributorRole のロー
ルを引き継ぎ、アカウント B の SageMaker Studio SageMaker の実行ロールを使用します。引き
受けられるロールには、 CodeCommit 指定されたリポジトリを複製して操作する権限が含まれま
す。sts:AssumeRole

2. ユーザーは SageMaker Studio のシステムターミナルから Git コマンドを実行します。

自動化とスケール

このパターンは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、AWS、または Terraform を使用して自動化で
きる手動のステップで構成されています。 CloudFormation

Tools
AWS ツール

• Amazon SageMaker は、機械学習モデルの構築とトレーニングを行うことができ、それらを稼働準備が
整ったホストされている環境へのデプロイに役立ちます。

• Amazon SageMaker Studio は、ウェブベースの機械学習用の統合開発環境 (IDE) です。この IDE を使う
と、機械学習モデルを構築、トレーニング、デバッグ、デプロイ、モニタリングできます。

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理しなくても、Git リポジトリをプライベートに
保存して管理できるようにするバージョン管理サービスです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証と使用許可を受けるかを制御し、AWS リ
ソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

その他のツール

• Git は、ソフトウェア開発中のソースコードの変更を追跡するための分散型バージョン管理システムで
す。
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叙事詩
アカウント A ポリシーとIAM ポリシーとロールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

アカウント A でリポジトリアク
セス用の IAM ポリシーポリシー
ポリシーポリシーとポリシーを
作成します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、IAM コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、
[Policies] を選択し、次に 
[Create policy] を選択します。

3. [JSON] タブを選択します。
4. このパターンの「追加情

報 (p. 1089)」セクションの
「IAM ポリシーの例」から
ポリシーステートメントをコ
ピーし、そのステートメント
を JSON エディターに貼り付
けます。ポリシー内のすべて
のプレースホルダー値を必ず
置き換えてください。

5. [次へ:タグ] を選択し、[次へ:レ
ビュー] を選択します。

6. [名前] にポリシーの名前
を入力します。注:この
パターンでは、IAM ポリ
シーは「」と呼ばれます
がCrossAccountAccessForMySharedDemoRepo、
任意のポリシー名を選択でき
ます。

7. [Create policy] (ポリシーの作
成) を選択します。

ヒント:IAM ポリシーの範囲を、
ユースケースに必要な最低限の
権限に制限するのがベストプラ
クティスです。

AWS DevOps

アカウント A でリポジトリアク
セス用の IAM ロールを作成する

1. IAM コンソールのナビゲー
ションペインで [Roles] を選択
し、次に [Create role] を選択
します。

2. 信頼済みエンティティタイプ
には、AWS アカウントを選択
します。

3. 「AWS アカウント」セクショ
ンで、「別の AWS アカウン
ト」を選択します。

4. [アカウント ID] で AccountB 
のアカウント ID を入力しま
す。

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
5. [権限の追加] ページ

で、CrossAccountAccessForMySharedDemoRepo以
前に作成したポリシーを検索
して選択します。

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. [Role name] (ロール名) 

に名前を入力します。注:
このパターンでは、IAM 
ロール名はと呼ばれます
がMyCrossAccountRepositoryContributorRole、
好きなロール名を選択できま
す。

8. [ロールを作成する] を選択
し、新しいロールの Amazon 
リソースネーム (ARN) をコ
ピーします。

IAM インラインポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーとインライ
ンポリシーポリシーとポリシーポリシーをアカウント B インラインポリシー

タスク 説明 必要なスキル

アカウント B SageMaker のドメ
インユーザーにアタッチされて
いる実行ロールにインラインポ
リシーをアタッチします。

1. IAM コンソールのナビゲー
ションペインで、[Roles] を選
択します。

2. アカウント B SageMaker のド
メインユーザーに割り当てら
れている実行ロールを検索し
て選択します。

3. [権限の追加] を選択し、[イン
ラインポリシーの作成] を選択
します。

4. [JSON] タブを選択します。
5. 次のポリシーステートメント

をコピーし、JSON エディタ
に貼り付けます。

{ 
    "Version": 
 "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "VisualEditor0", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Resource": 
 "arn:aws:iam::<Account_A_ID>:role/
<Account_A_Role_Name>" 
        } 
    ]

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
}

6. アカウント A のアカウント 
ID<Account_A_Role_Name>
に置き換えます。先ほど作成
した IAM ロールの名前に置き
換えます。<Account_A_ID>

7. [Review policy] (ポリシーの確
認) を選択します。

8. [名前] に、インラインポリ
シーの名前を入力します。

9. [Create policy] (ポリシーの作
成) を選択します。

SageMaker Studio でアカウント B のリポジトリをクローンする

タスク 説明 必要なスキル

SageMaker Studio のアカウント 
B でシェルスクリプトを作成しま
す。

1. SageMaker コンソールの
ナビゲーションペインで、
「Studio」を選択します。

2. ユーザープロファイルを選択
し、「Open Studio」を選択し
ます。

3. 「ホーム」セクションで、
「ランチャーを開く」を選択
します。

4. 「ユーティリティとファイ
ル」セクションで、「テキス
トファイル」を選択します。

5. このパターンの「追加情
報 (p. 1089)」セクションの「
SageMaker サンプルシェルス
クリプト」からスクリプトを
コピーし、そのステートメン
トを新しいファイルに貼り付
けます。スクリプト内のすべ
てのプレースホルダー値を必
ず置き換えてください。

6. 新しいファイルの untitled.txt
タブを右クリックして、[テ
キストの名前を変更] を選
択します。[新しい名前] に
cross_account_git_clone.sh と
入力し、[名前変更] を選択し
ます。

AWS DevOps

システムターミナルからシェル
スクリプトを起動します。

1. SageMaker コンソールの
ホームセクションで、「ラン
チャーを開く」を選択しま
す。

AWS DevOps
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追加情報

タスク 説明 必要なスキル
2. 「ユーティリティとファイ

ル」セクションで、「シス
テムターミナル」を選択しま
す。

3. ターミナルで次のコマンドを
実行します。

chmod u+x ./
cross_account_git_clone.sh 
 && ./
cross_account_git_clone.sh

SageMaker Studio CodeCommit 
のクロスアカウントでリポジ
トリをクローンしました。これ
で、システムターミナルからす
べての Git コマンドを実行できる
ようになりました。

追加情報
IAM ポリシーの例

このポリシーの例を使用する場合は、以下を実行します。

• リポジトリの AWS<CodeCommit_Repository_Region> リージョンに置き換えてください。
• アカウント A のアカウント ID<Account_A_ID> に置き換えます。
• アカウント A<CodeCommit_Repository_Name> CodeCommit のリポジトリの名前に置き換えます。

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [ 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codecommit:BatchGet*", 
            "codecommit:Create*", 
            "codecommit:DeleteBranch", 
            "codecommit:Get*", 
            "codecommit:List*", 
            "codecommit:Describe*", 
            "codecommit:Put*", 
            "codecommit:Post*", 
            "codecommit:Merge*", 
            "codecommit:Test*", 
            "codecommit:Update*", 
            "codecommit:GitPull", 
            "codecommit:GitPush" 
        ], 
        "Resource": [ 
            
 "arn:aws:codecommit:<CodeCommit_Repository_Region>:<Account_A_ID>:<CodeCommit_Repository_Name>" 
        ] 
    }
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PDF ファイルからコンテンツを自動的に抽出

]
}

SageMaker シェル・スクリプトの例

このスクリプトの例を使用する場合は、以下を実行します。

• アカウント A のアカウント ID<Account_A_ID> に置き換えます。
• 先ほど作成した IAM<Account_A_Role_Name> ロールの名前に置き換えます。
• リポジトリの AWS<CodeCommit_Repository_Region> リージョンに置き換えてください。
• アカウント A<CodeCommit_Repository_Name> CodeCommit のリポジトリの名前に置き換えます。

#!/usr/bin/env bash
#Launch from system terminal
pip install --quiet git-remote-codecommit

mkdir -p ~/.aws
touch ~/.aws/config

echo "[profile CrossAccountAccessProfile]
region = <CodeCommit_Repository_Region>
credential_source=EcsContainer
role_arn = arn:aws:iam::<Account_A_ID>:role/<Account_A_Role_Name>
output = json" > ~/.aws/config

echo '[credential "https://git-codecommit.<CodeCommit_Repository_Region>.amazonaws.com"] 
        helper = !aws codecommit credential-helper $@ --profile CrossAccountAccessProfile 
        UseHttpPath = true' > ~/.gitconfig 
         
git clone codecommit::<CodeCommit_Repository_Region>://
CrossAccountAccessProfile@<CodeCommit_Repository_Name>

Amazon Textract を使用して PDF ファイルからコ
ンテンツを自動的に抽出します

ティアンシャ・ジア (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:機械学習と AI、分
析、ビッグデータ

AWS サービス:Amazon 
S3、Amazon Textract、アマゾン 
SageMaker

概要
多くの組織では、ビジネスアプリケーションにアップロードされた PDF ファイルから情報を抽出する必要
があります。たとえば、組織では、税務分析や医療請求処理のために、税務または医療関連のPDFファイ
ルから情報を正確に抽出する必要がある場合があります。

Amazon Web Services（AWS）クラウドでは、Amazon Textract が PDF ファイルから情報（印刷された
テキスト、フォーム、表など）を自動的に抽出し、元の PDF ファイルからの情報を含む JSON 形式の
ファイルを生成します。Amazon Textract は、AWS で使うことができ、API を実装します。大量の PDF 
ファイルをスケーリングして自動的に処理するには、プログラマティック API 呼び出しを使用することを
お勧めします。
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前提条件と制限

Amazon Textract がファイルを処理すると、ページ、テキストの行と単語、フォーム (キーと値のペア)、
テーブルとセル、Block選択要素などのオブジェクトのリストが作成されます。バウンディングボック
ス、信頼区間、ID、リレーションシップなど、その他のオブジェクト情報も含まれます。Amazon Textract 
はコンテンツ情報を文字列として抽出します。データ値は下流のアプリケーションでより簡単に使用でき
るため、正しく識別および変換されたデータ値が必要です。 

このパターンは、Amazon Textract を使用して PDF ファイルからコンテンツを自動的に抽出し、 step-by-
step クリーンな出力に処理するワークフローを示しています。このパターンでは、テンプレートマッチン
グ技術を使用して必要なフィールド、キー名、テーブルを正しく識別し、各データタイプに後処理修正を
適用します。このパターンを使用してさまざまな種類の PDF ファイルを処理し、このワークフローをス
ケーリングおよび自動化して、同じ形式の PDF ファイルを処理できます。   

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) extract による処理を行うことができ、それらを保存しま

す。S3 の詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの概要」を参照してください。
• Textract_PostProcessing.ipynbJupyter ノートブック (添付) がインストールされ、設定されてい

ます。Jupyter の詳細については、Amazon SageMaker のドキュメントの「Jupyter の作成」を参照して
ください。

• 同じ形式の既存の PDF ファイル。
• Pythonについて理解していること。

機能制限

• PDF ファイルは高品質で、はっきりと読み取れるものでなければなりません。ネイティブの PDF ファ
イルを使用することをお勧めしますが、個々の単語がすべてはっきりしていれば、スキャンした文書
を PDF 形式に変換して使用することもできます。詳細については、AWS Machine Learning ブログの
「Amazon Textract による PDF ドキュメントの前処理:ビジュアルの検出と削除」を参照してくださ
い。

• 複数ページのファイルの場合は、非同期操作を使用するか、PDF ファイルを 1 ページに分割して同期操
作を使用できます。これら 2 つのオプションの詳細については、Amazon Textract ドキュメントの「複
数ページのドキュメント内のテキストの検出と分析」と「単一ページのドキュメント内のテキストの検
出と分析」を参照してください。

アーキテクチャ
このパターンのワークフローでは、最初にサンプル PDF ファイルで Amazon Textract を実行し（初回実
行）、次に最初の PDF と同じ形式の PDF ファイルで実行します（繰り返し実行）。次の図は、同じ形式
の PDF ファイルからコンテンツを自動的かつ繰り返し抽出する、初回実行と繰り返し実行を組み合わせた
ワークフローを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. PDF を JPEG に変換し、S3 に保存します。 
2. Amazon Textract API を呼び出し、Amazon ExAmazon Textract レスポンス JSON ファイルを解析しま

す。 
3. KeyName:DataType各必須フィールドに正しいペアを追加して JSON ファイルを編集しま

す。TemplateJSONリピート実行ステージ用のファイルを作成します。
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Tools

4. データ型 (浮動小数点数、整数、日付など) ごとに後処理補正関数を定義します。
5. 最初の PDF ファイルと同じ形式の PDF ファイルを準備します。
6. Amazon Textract API を呼び出し、Amazon Textract 抽出レスポンス JSON を解析します。
7. 解析した JSON ファイルをファイルと照合します。TemplateJSON
8. 後処理修正を実装します。

最終的な JSON 出力ファイルには、Value必須フィールドごとに正しいKeyName and が含まれていま
す。

ターゲットテクノロジースタック

• アマゾン SageMaker 
• Amazon S3 
• Amazon Textract

自動化とスケール

新しい PDF ファイルが Amazon S3 に追加されたときに Amazon Textract を開始する AWS Lambda 関
数を使用することで、繰り返し実行のワークフローを自動化できます。その後、Amazon Textract は
処理スクリプトを実行し、最終出力を保管場所に保存できます。詳細については、Lambda Amazon 
S3「Lambda を呼び出す」を参照してください。

Tools
• Amazon では SageMaker、迅速かつ簡単に機械学習モデルの構築とトレーニングを行うことができ、そ

れらを稼働準備が整ったホストされている環境に直接デプロイできます。
• Amazon S3 は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得するのに役立つクラウドベースのオブジェクト

ストレージサービスです。
• Amazon Textract では、ドキュメントテキストの検出と分析をアプリケーションに簡単に追加できま

す。

叙事詩
初回の実行

タスク 説明 必要なスキル

PDF ファイルを変換します。 PDF ファイルを 1 ページに分割
し、Amazon Textract 同期オペ
レーション用に JPEG 形式に変
換して、初めて実行する場合に
備えて準備します (Syn API)。

注:Amazon Textract の非同期オ
ペレーション (Asyn API) は、
複数ページの PDF ファイルにも
使用できます。

データサイエンティストとデベ
ロッパーが簡単に

Amazon Textract レスポンス 
JSON を解析します。

Textract_PostProcessing.ipynbJupyter 
ノートブック (添付) を開き、
次のコードを使用して Amazon 
Textract API を呼び出します。

データサイエンティストとデベ
ロッパーが簡単に
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

response = 
 textract.analyze_document(
Document={ 
        'S3Object': { 
            'Bucket': 
 BUCKET, 
            'Name': 
 '{}'.format(filename) 
                    } 
                }, 
        
 FeatureTypes=["TABLES", 
 "FORMS"])

次のコードを使用して、応答 
JSON を解析してフォームとテー
ブルを作成します。

parseformKV=form_kv_from_JSON(response)
parseformTables=get_tables_fromJSON(response)

テンプレートの JSON ファイル
を編集します。

KeyNameそれぞれに対応する
解析済みの JSONDataType
(文字列、浮動小数点数、
整数、日付など) とテー
ブルヘッダー (たとえ
ば、ColumnNamesとRowNames) 
を編集します。

このテンプレートは個々の PDF 
ファイルタイプに使用されま
す。つまり、テンプレートは同
じ形式の PDF ファイルでも再利
用できます。

データサイエンティストとデベ
ロッパーが簡単に

後処理補正関数を定義します。 TemplateJSONファイルに対す
る Amazon Textract のレスポン
ス内の値は文字列です。日付、
浮動小数点数、整数、通貨の
区別はありません。これらの値
は、ダウンストリームのユース
ケースに適したデータ型に変換
する必要があります。 

次のコードを使用し
て、TemplateJSONファイルに
従って各データタイプを修正し
ます。

finalJSON=postprocessingCorrection(parsedJSON,templateJSON)

データサイエンティストとデベ
ロッパーが簡単に
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叙事詩

リピート実行

タスク 説明 必要なスキル

PDF ファイルを準備します。 PDF ファイルを 1 ページに分割
し、Amazon Textract の同期オペ
レーション用に JPEG 形式に変
換して準備します (Syn API)。

注:Amazon Textract の非同期オ
ペレーション (Asyn API) は、
複数ページの PDF ファイルにも
使用できます。

データサイエンティストとデベ
ロッパーが簡単に

Amazon を呼び出すを呼び出す。 次のコードを使用して Amazon 
Textract API を呼び出します。

response = 
 textract.analyze_document( 
        Document={ 
        'S3Object': { 
            'Bucket': 
 BUCKET, 
            'Name': 
 '{}'.format(filename) 
                    } 
                }, 
        
 FeatureTypes=["TABLES", 
 "FORMS"])

データサイエンティストとデベ
ロッパーが簡単に

Amazon Textract レスポンス 
JSON を解析します。

次のコードを使用して、応答 
JSON を解析してフォームとテー
ブルを作成します。

parseformKV=form_kv_from_JSON(response)
parseformTables=get_tables_fromJSON(response)

データサイエンティストとデベ
ロッパーが簡単に

TemplateJSON ファイルを読み
込み、解析した JSON と照合し
ます。

TemplateJSONこのファイル
を使用して、次のコマンドを使
用して正しいキーと値のペアと
テーブルを抽出します。

form_kv_corrected=form_kv_correction(parseformKV,templateJSON)
form_table_corrected=form_Table_correction(parseformTables, 
 templateJSON)
form_kv_table_corrected_final={**form_kv_corrected , 
 **form_table_corrected}

データサイエンティストとデベ
ロッパーが簡単に

後処理補正。 DataTypeTemplateJSONファ
イル関数と後処理関数で使用し
て、次のコードを使用してデー
タを修正します。 

finalJSON=postprocessingCorrection(form_kv_table_corrected_final,templateJSON)

データサイエンティストとデベ
ロッパーが簡単に
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関連リソース

関連リソース
• Amazon Textract を使用して文書からテキストと構造化データを自動的に抽出します
• Amazon Textract によるテキストと構造化データの抽出
• Amazon Textract リソース

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Step Functions SageMaker のモデルトレーニ
ング用にカスタム Docker コンテナイメージを作成
し、それを使用する

ジュリア・ブルシュチ (AWS)、オーブリー・ウーストハイゼン (AWS)、モハン・ゴーダ・プルショタマ 
(AWS)、マテウシュ・ザレンバ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:機械学習と AI; 
DevOps

AWS サービス:アマゾン ECR、 
SageMakerアマゾン、AWS Step 
Functions

概要
このパターンは、Amazon SageMaker 用の Docker コンテナイメージを作成し、それを AWS Step 
Functions のトレーニングモデルに使用する方法を示しています。カスタムアルゴリズムをコンテナに
パッケージ化することで、プログラミング言語、フレームワーク、依存関係に関係なく、 SageMaker 環
境内のほぼすべてのコードを実行できます。

SageMaker 提供されているサンプルノートでは、カスタム Docker コンテナイメージが Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) に保存されます。次に、Step Functions は Amazon ECR に保存され
ているコンテナを使用して Python SageMaker 処理スクリプトを実行します。次に、コンテナはモデルを 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) S3

注:このパターンは、 SageMaker Notebook インスタンスで実行することを目的としています。 
SageMaker Studio は現在 SageMaker Docker イメージをサポートしていないため、このパターンを 
SageMaker Studio に実装するには、Docker ビルドツールを使用する必要があります。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon S3 アクセス許可を持つSageMaker AWS Identity Management Management Management 

Management Management Management Management (IAM) ロール
• Step Functions の IAM 実行ロール
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アーキテクチャ

• Python に精通していること
• アマゾン SageMaker Python SDK に精通していること
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) の知識
• AWS SDK for Python (Boto3) 精通していること
• Amazon ECR に精通していること
• Docker に精通していること

製品バージョン

• AWS S3 Functions Dunctions Science Science SDK v2.3.0
• SageMaker アマゾンパイソン SDK v2.78.0

機能制限

このパターンは、 SageMaker Notebook インスタンスで実行することを目的としています。 SageMaker 
Studio は現在 SageMaker Docker イメージをサポートしていないため、このパターンを SageMaker 
Studio に実装するには、Docker ビルドツールを使用する必要があります。

アーキテクチャ
次の図は、の Docker コンテナイメージを作成し、それを Step Functions のトレーニングモデルに使用す
るワークフローの例を示しています。 SageMaker

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. カスタム Docker コンテナイメージは、 SageMaker ノートブックを使用して作成されます。
2. コンテナイメージは、プライベートレジストリの Amazon ECR プライベートリポジトリに保存されま

す。
3. Step Functions ワークフローは、コンテナイメージを使用して Python SageMaker 処理ジョブを実行し

ます。

自動化とスケール

SageMaker このパターンのサンプルノートブックは ml.m5.xlarge ノートブックインスタンスタイプを使
用しています。インスタンスタイプはユースケースに合わせて変更できます。 SageMaker ノートブック
インスタンスタイプの詳細については、「Amazon SageMaker 料金表」を参照してください。

テクノロジースタック

• SageMaker
• Amazon ECR
• ステップ関数

Tools
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備

えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
• Amazon SageMaker は、機械学習モデルの構築とトレーニングを行うことができ、稼働準備が整ったホ

ストされている環境へのデプロイを支援するマネージド機械学習 (ML) サービスです。
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叙事詩

• Amazon SageMaker Python S3 は、 SageMaker機械学習モデルのトレーニングとデプロイを行うための
オープンソースライブラリです。

• AWS Step Functions は、AWS Lambda Functions と他の AWS サービスを組み合わせてビジネスクリ
ティカルなアプリケーションを構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

• AWS S3 S3 Functions D3 Science Python SDK は、機械学習モデルの処理と公開を行うStep Functions 
ワークフローの作成に役立つオープンソースライブラリです。

叙事詩
カスタム Docker コンテナイメージを作成して Amazon ECR に保存する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECR をセットアップ
し、新しいプライベートレジス
トリを作成します。

まだ Amazon ECR を設定してい
ない場合は、Amazon ECR ユー
ザーガイドの「Amazon ECR 
によるセットアップ」の指示に
従って Amazon ECR をセット
アップしてください。各 AWS ア
カウントには、デフォルトのプ
ライベート Amazon ECR レジス
トリが提供されます。

DevOps エンジニア

Amazon ECR プライベートリポ
ジトリを作成します。

Amazon ECR ユーザーガイド
の「プライベートリポジトリの
作成」の指示に従います。

注:作成したリポジトリには、カ
スタム Docker コンテナイメージ
を保存します。

DevOps エンジニア

SageMaker 処理ジョブの実行に
必要な仕様を含む Dockerfile を
作成します。

Dockerfile を設定して、 
SageMaker 処理ジョブの実行
に必要な仕様を含む Dockerfile 
を作成します。手順について
は、Amazon SageMaker 開発者
ガイドの「独自のトレーニング
コンテナの改良」を参照してく
ださい。

Dockerfile の詳細について
は、Docker ドキュメントの
「Dockerfile リファレンス」を参
照してください。

Dockerfile を作成するための 
Jupyter ノートブックのコードセ
ルの例

セル 1

# Make docker folder
!mkdir -p docker

セル 2

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

%%writefile docker/
Dockerfile

FROM python:3.7-slim-buster

RUN pip3 install 
 pandas==0.25.3 scikit-
learn==0.21.3
ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE

ENTRYPOINT ["python3"]
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タスク 説明 必要なスキル

Docker コンテナイメージを構築
し、Amazon ECR にプッシュし
ます。

1. AWS CLI で docker build コ
マンドを実行して作成した 
Dockerfile を使用してコンテナ
イメージをビルドします。

2. docker push コマンドを実行
して、コンテナイメージを 
Amazon ECR にプッシュしま
す。

詳細については、「独自のア
ルゴリズムコンテナーを構築
する」の「コンテナーの構築
と登録」を参照してください 
GitHub。

Docker イメージをビルドして登
録するための Jupyter ノートブッ
クのコードセルの例

重要:以下のセルを実行する前
に、Dockerfile を作成し、それを
docker というディレクトリに保
存していることを確認してくだ
さい。また、必ず Amazon ECR 
リポジトリを作成し、最初のセ
ルの ecr_repository 値をリポジ
トリの名前に置き換えてくださ
い。

セル 1

import boto3
tag = ':latest'
account_id = 
 boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
region = 
 boto3.Session().region_name
ecr_repository = 'byoc'

image_uri = '{}.dkr.ecr.
{}.amazonaws.com/
{}'.format(account_id, 
 region, ecr_repository + 
 tag)

セル 2

# Build docker image
!docker build -t $image_uri 
 docker

セル 3

# Authenticate to ECR

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
!aws ecr get-login-password 
 --region {region} | 
 docker login --username 
 AWS --password-stdin 
 {account_id}.dkr.ecr.
{region}.amazonaws.com

セル 4

# Push docker image
!docker push $image_uri

注:docker push コマンドと 
docker pull コマンドを使用する
には、Docker クライアントを
プライベートレジストリーで認
証する必要があります。これら
のコマンドは、レジストリー内
のリポジトリにイメージをプッ
シュしたり、レジストリーのリ
ポジトリからイメージをプルし
たりします。

カスタム Docker コンテナイメージを使用する Step Functions ワークフローを作
成する

タスク 説明 必要なスキル

カスタム処理とモデルトレーニ
ングロジックを含む Python スク
リプトを作成します。

データ処理スクリプトで実行す
るカスタム処理ロジックを記述
します。次に、それを training.py
という名前の Python スクリプト
として保存します。

詳細については、「 SageMaker 
スクリプトモードをオンにして
独自のモデルを作成する」を参
照してください GitHub。

カスタム処理とモデルトレーニ
ングロジックを含む Python スク
リプトの例

%%writefile training.py
from numpy import empty
import pandas as pd
import os
from sklearn import 
 datasets, svm
from joblib import dump, 
 load

if __name__ == '__main__': 

データサイエンティスト
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タスク 説明 必要なスキル
    digits = 
 datasets.load_digits() 
    #create classifier 
 object 
    clf = 
 svm.SVC(gamma=0.001, 
 C=100.) 
     
    #fit the model 
    
 clf.fit(digits.data[:-1], 
 digits.target[:-1]) 
     
    #model output in binary 
 format 
    output_path = 
 os.path.join('/opt/
ml/processing/model', 
 "model.joblib") 
    dump(clf, output_path)
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タスク 説明 必要なスキル

SageMaker 処理ジョブをス
テップの 1 つとして含む Step 
Functions ワークフローを作成し
ます。

AWS Step Functions データサ
イエンス SDK をインストール
してインポートし、training.py
ファイルを Amazon S3 にアッ
プロードします。次に、Amazon 
SageMaker Python SDK を使用
して、ステップファンクション
の処理ステップを定義します。

重要:AWS アカウントに Step
Functions の IAM 実行ロールが作
成されていることを確認してく
ださい。

Amazon S3 にアップロードする
環境設定とカスタムトレーニン
グスクリプトの例

!pip install stepfunctions

import boto3
import stepfunctions
import sagemaker
import datetime

from stepfunctions import 
 steps
from stepfunctions.inputs 
 import ExecutionInput
from stepfunctions.steps 
 import ( 
    Chain
)
from stepfunctions.workflow 
 import Workflow
from sagemaker.processing 
 import ScriptProcessor, 
 ProcessingInput, 
 ProcessingOutput

sagemaker_session = 
 sagemaker.Session()
bucket = 
 sagemaker_session.default_bucket()  
role = 
 sagemaker.get_execution_role()
prefix = 'byoc-training-
model'

# See prerequisites section 
 to create this role
workflow_execution_role 
 = f"arn:aws:iam::
{account_id}:role/
AmazonSageMaker-
StepFunctionsWorkflowExecutionRole"

execution_input = 
 ExecutionInput( 
    schema={ 

データサイエンティスト
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タスク 説明 必要なスキル
       
 "PreprocessingJobName": 
 str})

input_code = 
 sagemaker_session.upload_data( 
    "training.py", 
    bucket=bucket, 
    
 key_prefix="preprocessing.py",
)

カスタム Amazon ECR イメージ
と Python SageMaker スクリプ
トを使用する処理ステップ定義
の例

注:必ず execution_input パラ
メーターを使用してジョブ名
を指定してください。パラメー
タの値は、ジョブを実行する
たびに一意でなければなりま
せん。また、training.py ファ
イルのコードは入力パラメー
タとしてに渡されます。つま
りProcessingStep、このコード
はコンテナ内にコピーされま
す。ProcessingInputコードの宛
先は、container_entrypoint 内の 
2 番目の引数と同じです。

script_processor = 
 ScriptProcessor(command=['python3'], 
                
 image_uri=image_uri, 
                role=role, 
                
 instance_count=1, 
                
 instance_type='ml.m5.xlarge')

processing_step = 
 steps.ProcessingStep( 
    "training-step", 
    
 processor=script_processor, 
    
 job_name=execution_input["PreprocessingJobName"], 
    inputs=[ 
        ProcessingInput( 
            
 source=input_code, 
            destination="/
opt/ml/processing/input/
code", 
            
 input_name="code", 
        ), 
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タスク 説明 必要なスキル
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput( 
            source='/opt/ml/
processing/model',  
            
 destination="s3://{}/
{}".format(bucket, prefix),  
            
 output_name='byoc-example') 
    ], 
    
 container_entrypoint=["python3", 
 "/opt/ml/processing/input/
code/training.py"],
)

例: SageMaker 処理ジョブを実行
する Step Functions のワークフ
ロー

注意:このワークフロー例には、 
SageMaker 処理ジョブのステッ
プのみが含まれており、Step 
Functions ワークフロー全体は含
まれていません。ワークフロー
の全例については、AWS Step 
Functions データサイエンス SDK 
ドキュメントの「ノートブック
の例」を参照してください。 
SageMaker

workflow_graph = 
 Chain([processing_step])

workflow = Workflow( 
    
 name="ProcessingWorkflow", 
    
 definition=workflow_graph, 
    
 role=workflow_execution_role
)

workflow.create()
# Execute workflow
execution = 
 workflow.execute( 
    inputs={ 
        
 "PreprocessingJobName": 
 str(datetime.datetime.now().strftime("%Y
%m%d%H%M-%SS")),  # Each pre 
 processing job (SageMaker 
 processing job) requires a 
 unique name, 
    }
)
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
execution_output = 
 execution.get_output(wait=True)

関連リソース
• プロセスデータ (Amazon SageMaker 開発者ガイド)
• 独自のトレーニングコンテナの調整 (Amazon SageMaker 開発者ガイド)

Amazon の推論パイプラインを使用して、前処理ロ
ジックを単一エンドポイントの ML モデルにデプロ
イします。 SageMaker

ジュリア・ブルシュチ (AWS)、モハン・ゴーダ・プルショタマ (AWS)、マテウシュ・ザレンバ (AWS) が
作成

環境:プロダクション テクノロジー:機械学習と AI、コ
ンテナーとマイクロサービス

AWS サービス: SageMakerアマ
ゾン、アマゾン ECR

概要
このパターンでは、Amazon の推論パイプラインを使用して 1 つのエンドポイントに複数のパイプライン
モデルオブジェクトをデプロイする方法について説明します SageMaker。パイプラインモデルオブジェク
トは、前処理、モデル推論、後処理など、さまざまな機械学習 (ML) ワークフロー段階を表します。直列に
接続されたパイプラインモデルオブジェクトの展開を説明するために、このパターンでは、組み込みの線
形学習アルゴリズムに基づく前処理の Scikit-Learn コンテナと回帰モデルを展開する方法を示しています 
SageMaker。デプロイメントは、の 1 SageMaker つのエンドポイントの背後でホストされます。

注:このパターンでのデプロイでは ml.m4.2xlarge インスタンスタイプを使用します。データサイズの要
件とワークフローの複雑さに合ったインスタンスタイプを使用することをお勧めします。詳細について
は、「Amazon SageMaker の料金」を参照してください。このパターンでは Scikit-learn 用にビルド済み
の Docker イメージを使用しますが、独自の Docker コンテナを使用してワークフローに統合することもで
きます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Python 3.9
• SageMaker アマゾンパイソン SDK と Boto3 ライブラリ
• SageMaker 基本権限と Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 権限を持つ AWS ID およびアクセ

ス管理 (AWS IAM) ロール

製品バージョン
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アーキテクチャ

• SageMaker アマゾンパイソン SDK 2.49.2

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• アマゾン SageMaker
• SageMaker アマゾンスタジオ
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon のリアルタイム推論エンドポイント SageMaker

ターゲットアーキテクチャ

次の図表は、Amazon SageMaker パイプラインモデルオブジェクトをデプロイするためのアーキテクチャ
を示します。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. SageMaker ノートブックはパイプラインモデルをデプロイします。
2. S3 バケットにはモデルアーティファクトが格納されます。
3. Amazon ECR は S3 バケットからソースコンテナイメージを取得します。

Tools
AWS ツール

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備
えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

• Amazon SageMaker は、マネージド ML サービスであり、この ML モデルの構築とトレーニングを行う
ことができ、それらを稼働準備が整ったホストされている環境にデプロイできます。

• Amazon SageMaker Studio は、ウェブベースの機械学習用の統合開発環境 (IDE) です。この IDE を使う
と、機械学習モデルを構築、トレーニング、デバッグ、デプロイ、モニタリングできます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージであり、任
意の量のデータを保存および取得できます。

Code

このパターンのコードは、Scikit-LearnリポジトリとLinear GitHub Learnerリポジトリの推論パイプライン
で入手できます。

叙事詩
データセットを準備する

タスク 説明 必要なスキル

回帰タスク用のデータセットを
準備します。

Amazon  SageMaker スタジオで
ノートブックを開きます。

データサイエンティスト
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タスク 説明 必要なスキル
必要なライブラリをすべてイン
ポートして作業環境を初期化す
るには、ノートブックで次のサ
ンプルコードを使用してくださ
い。

import sagemaker
from sagemaker import 
 get_execution_role

sagemaker_session = 
 sagemaker.Session()

# Get a SageMaker-compatible 
 role used by this Notebook 
 Instance.
role = get_execution_role()

# S3 prefix
bucket = 
 sagemaker_session.default_bucket()
prefix = "Scikit-
LinearLearner-pipeline-
abalone-example"

サンプルデータセットをダウン
ロードするには、ノートブック
に次のコードを追加します。

! mkdir abalone_data
! aws s3 cp s3://sagemaker-
sample-files/datasets/
tabular/uci_abalone/
abalone.csv ./abalone_data

注:このパターンの例では、UCI 
Machine Learning リポジトリの
Abalone データセットを使用して
います。

データセットを S3 バケットに
アップロードします。

以前にデータセットを準備した
ノートブックに、次のコードを
追加してサンプルデータを S3 バ
ケットにアップロードします。

WORK_DIRECTORY = 
 "abalone_data"

train_input = 
 sagemaker_session.upload_data( 
    path="{}/
{}".format(WORK_DIRECTORY, 
 "abalone.csv"), 
    bucket=bucket, 
    key_prefix="{}/
{}".format(prefix, "train"),
)

データサイエンティスト
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SkLearn を使用してデータプリプロセッサを作成する

タスク 説明 必要なスキル

preprocessor.py スクリプトを準
備します。

1. GitHub
sklearn_abalone_featurizer.py
リポジトリの Python ファイル
から前処理ロジックをコピー
し、そのコードをという別の 
Python ファイルに貼り付けま
すsklearn_abalone_featurizer.py。
カスタムデータセットとカス
タムワークフローに合わせて
コードを変更できます。

2. sklearn_abalone_featurizer.pyファ
イルをプロジェクトのルー
トディレクトリ (つまり、 
SageMaker ノートブックを実
行しているのと同じ場所) に保
存します。

データサイエンティスト

SkLearn プリプロセッサオブ
ジェクトを作成します。

最終的な推論パイプラインに組
み込むことができる SkLearn 
プリプロセッサオブジェクト 
(SkLearn Estimator と呼ばれる) 
を作成するには、 SageMaker 
ノートブックで次のコードを実
行します。

from 
 sagemaker.sklearn.estimator 
 import SKLearn

FRAMEWORK_VERSION = "0.23-1"
script_path = 
 "sklearn_abalone_featurizer.py"

sklearn_preprocessor = 
 SKLearn( 
    entry_point=script_path, 
    role=role, 
    
 framework_version=FRAMEWORK_VERSION, 
    
 instance_type="ml.c4.xlarge", 
    
 sagemaker_session=sagemaker_session,
)
sklearn_preprocessor.fit({"train": 
 train_input})

データサイエンティスト

プリプロセッサの推論をテスト
します。

プリプロセッサが正しく定義さ
れていることを確認するには、
SageMaker ノートブックに次
のコードを入力してバッチ変換
ジョブを起動します。
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タスク 説明 必要なスキル

# Define a SKLearn 
 Transformer from the 
 trained SKLearn Estimator
transformer = 
 sklearn_preprocessor.transformer( 
    instance_count=1, 
 instance_type="ml.m5.xlarge", 
 assemble_with="Line", 
 accept="text/csv"
)

# Preprocess training input
transformer.transform(train_input, 
 content_type="text/csv")
print("Waiting for 
 transform job: " + 
 transformer.latest_transform_job.job_name)
transformer.wait()
preprocessed_train = 
 transformer.output_path

機械学習モデルの作成

タスク 説明 必要なスキル

モデルオブジェクトを作成しま
す。

線形学習器アルゴリズムに基づ
いてモデルオブジェクトを作成
するには、 SageMaker ノート
ブックに次のコードを入力しま
す。

import boto3
from sagemaker.image_uris 
 import retrieve

ll_image = 
 retrieve("linear-learner", 
 boto3.Session().region_name)
s3_ll_output_key_prefix = 
 "ll_training_output"
s3_ll_output_location = 
 "s3://{}/{}/{}/{}".format( 
    bucket, prefix, 
 s3_ll_output_key_prefix, 
 "ll_model"
)

ll_estimator = 
 sagemaker.estimator.Estimator( 
    ll_image, 
    role, 
    instance_count=1, 
    
 instance_type="ml.m4.2xlarge", 
    volume_size=20, 
    max_run=3600, 
    input_mode="File", 

データサイエンティスト
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タスク 説明 必要なスキル
   
 output_path=s3_ll_output_location, 
    
 sagemaker_session=sagemaker_session,
)

ll_estimator.set_hyperparameters(feature_dim=10, 
 predictor_type="regressor", 
 mini_batch_size=32)

ll_train_data = 
 sagemaker.inputs.TrainingInput( 
    preprocessed_train, 
    
 distribution="FullyReplicated", 
    content_type="text/csv", 
    s3_data_type="S3Prefix",
)

data_channels = {"train": 
 ll_train_data}
ll_estimator.fit(inputs=data_channels, 
 logs=True)

上記のコードは、公開されてい
る Amazon ECR レジストリから
モデルに関連する Amazon ECR 
Docker イメージを取得し、推定
器オブジェクトを作成し、その
オブジェクトを使用して回帰モ
デルをトレーニングします。

最終パイプラインをデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

パイプラインモデルをデプロイ
します。

パイプラインモデルオブジェ
クト (つまり、プリプロセッサ
オブジェクト) を作成してオブ
ジェクトをデプロイするには、 
SageMaker ノートブックに次の
コードを入力します。

from sagemaker.model import 
 Model
from sagemaker.pipeline 
 import PipelineModel
import boto3
from time import gmtime, 
 strftime

timestamp_prefix = 
 strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-
%S", gmtime())

scikit_learn_inferencee_model 
 = 
 sklearn_preprocessor.create_model()

データサイエンティスト
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タスク 説明 必要なスキル
linear_learner_model = 
 ll_estimator.create_model()

model_name = 
 "inference-pipeline-" + 
 timestamp_prefix
endpoint_name = 
 "inference-pipeline-ep-" + 
 timestamp_prefix
sm_model = PipelineModel( 
    name=model_name, 
 role=role, models= 
 [scikit_learn_inferencee_model, 
 linear_learner_model]
)

sm_model.deploy(initial_instance_count=1, 
 instance_type="ml.c4.xlarge", 
 endpoint_name=endpoint_name)

注:モデルオブジェクトで使用さ
れるインスタンスタイプは、必
要に応じて調整できます。

推論をテストする。 エンドポイントが正しく動作し
ていることを確認するには、 
SageMaker ノートブックで次の
サンプル推論コードを実行しま
す。

from sagemaker.predictor 
 import Predictor
from sagemaker.serializers 
 import CSVSerializer

payload = "M, 0.44, 0.365, 
 0.125, 0.516, 0.2155, 
 0.114, 0.155"
actual_rings = 10
predictor = Predictor( 
    
 endpoint_name=endpoint_name, 
 sagemaker_session=sagemaker_session, 
 serializer=CSVSerializer()
)

print(predictor.predict(payload))

データサイエンティスト

関連リソース
• Amazon SageMaker 推論パイプラインと Scikit-learn (AWS Machine Learning ブログ) を使用して、予測

を行う前に入力データを前処理します。
• Amazon SageMaker (GitHub) によるエンドツーエンドのMachine Learning
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添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon Personalize を使用して、パーソナライズ
および再ランク付けされたレコメンデーションを生
成する

メイソン・ケーヒル (AWS)、マシュー・シャッセ (AWS)、タヨ・オラジデ (AWS) が作成

コードリポジトリ:

• personalize-pet-
recommendations

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:機械学習とAI、 
DevOpsクラウドネイティブ、イ
ンフラストラクチャ、サーバー
レス

ワークロード:オープンソース AWS サービス:AWS 
CloudFormation、Amazon 
Kinesis Data Firehose、AWS 
Lambda、Amazon 
Personalize、AWS Step 
Functions

概要
このパターンは、Amazon Personalize を使用して、ユーザーからのリアルタイムのユーザーインタラク
ションデータの取り込みに基づいて、ユーザー向けにパーソナライズされたレコメンデーション (再ラン
ク付けされたレコメンデーションを含む) を生成する方法を示しています。このパターンで使われるシナ
リオの例は、ペット養子縁組ウェブサイトを基に、ユーザーとのやりとり（例えば、ユーザーがどのペッ
トを訪ねるかなど）に基づいておすすめを生成するものです。このシナリオ例では、Amazon Kinesis Data 
Streams を使用してインタラクションデータを取り込む方法、AWS Lambda を使用してレコメンデーショ
ンを生成してレコメンデーションのランクを変更する方法、Amazon Kinesis Data Firehose を使用して 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにデータを保存する方法を学びます。また、AWS 
Step Functions を使用して、推奨事項を生成するソリューションバージョン (つまり、トレーニング済みモ
デル) を管理するステートマシンを構築する方法についても学びます。

前提条件と制限
前提条件

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) をブートストラップした AWS アカウントのアクティブな
AWS アカウント

• 認証情報が設定されている AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• Python thon 3.9 3.9

製品バージョン

• Python 3.9

1112

samples/p-attach/1105d51b-752f-46d7-962c-acef1fb3399f/attachments/attachment.zip
https://github.com/aws-samples/personalize-pet-recommendations
https://github.com/aws-samples/personalize-pet-recommendations
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/bootstrapping.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-and-activate-aws-account/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://www.python.org/downloads/release/python-390/


AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• AWS CDK 2.23.0 またはそれ以降
• AWS CLI 2.7.27 またはそれ以降

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon Kinesis Data Firehose
• Amazon Kinesis Data Streams
• Amazon Personalize
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS クラウド開発キット (AWS CDK)
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
• AWS Lambda
• AWS Step Functions

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、リアルタイムデータを Amazon Personalize に取り込むためのパイプラインを示しています。
次に、パイプラインはそのデータを使用して、ユーザー向けにパーソナライズされた再ランク付けされた
レコメンデーションを生成します。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Kinesis Data Streams はリアルタイムのユーザーデータ (訪問したペットなどのイベントなど) を取り込
み、Lambda と Kinesis Data Firehose で処理します。

2. Lambda 関数は Kinesis Data Streams からのレコードを処理し、API 呼び出しを実行して、レコード内
のユーザーインタラクションを Amazon Personalize のイベントトラッカーに追加します。

3. 時間ベースのルールは Step Functions ステートマシンを呼び出し、Amazon Personalize のイベントト
ラッカーからのイベントを使用して、レコメンデーションと再ランク付けモデルの新しいソリューショ
ンバージョンを生成します。

4. Amazon Personalize キャンペーンは、ステートマシンによって新しいソリューションバージョンを使
用するように更新されます。

5. Lambda は Amazon Personalize 再ランキングキャンペーンを呼び出して、おすすめ商品のリストを再
ランク付けします。

6. Lambda は Amazon Personalize レコメンデーションキャンペーンを呼び出して、おすすめ商品のリス
トを取得します。

7. Kinesis Data Firehose はイベントを S3 バケットに保存し、履歴データとしてアクセスできます。

Tools
AWS ツール

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールです。
• Amazon Kinesis Data Firehose は、リアルタイムのストリーミングデータを配信するのに役立ちます。
• Amazon Kinesis Data Streams は、データレコードの大量のストリームをリアルタイムで収集して処理

するのに役立ちます。
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• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。コードは必要なときにのみ実行され、自動的にスケーリングするため、
支払いは実際に使用するコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• Amazon Personalize はフルマネージド型の機械学習 (ML) サービスで、データに基づいてユーザーへの
おすすめ商品を生成できます。

• AWS Step Functions は、Lambda 関数と他の AWS サービスを組み合わせてビジネスクリティカルなア
プリケーションを構築するために使用するサーバーレスのオーケストレーションサービスです。

その他のツール

• pytest は、小さくて読みやすいテストを書くための Python フレームワークです。
• Pythonは汎用のコンピュータープログラミング言語です。

Code

このパターンのコードは、 GitHub Animal Recommenderリポジトリにあります。このリポジトリの AWS 
CloudFormation テンプレートを使用して、サンプルソリューションのリソースをデプロイできます。

注:Amazon Personalize のソリューションバージョン、イベントトラッカー、キャンペーンは、
CloudFormation ネイティブリソースを拡張するカスタムリソース (インフラストラクチャ内) に支えられて
います。

叙事詩
インフラストラクチャを作成する

タスク 説明 必要なスキル

隔離された Python 環境を作成し
ます。

マック/リナックスセットアップ

1. 仮想環境を手動で作成す
るには、$ python3 -m 
venv .venvターミナルから
コマンドを実行します。

2. 初期化プロセスが完了した
ら、$ source .venv/bin/
activateコマンドを実行し
て仮想環境をアクティブ化し
ます。

ウィンドウズセットアップ

仮想環境を手動で作成する
には、% .venv\Scripts
\activate.batターミナルから
コマンドを実行します。

DevOps エンジニア

CloudFormation テンプレートを
合成します。

1. 必要な従属関係をイン
ストールするには、$ 
pip install -r 
requirements.txtターミ
ナルからコマンドを実行しま
す。

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
2. AWS CLI で、次の環境変数を

設定します。
• export 
ACCOUNT_ID=123456789

• export 
CDK_DEPLOY_REGION=us-
east-1

• export 
CDK_ENVIRONMENT=dev

3. config/{env}.ymlファイル
内で、仮想プライベートクラ
ウド IDvpcId と一致するよう
に更新します。

4. CloudFormation このコード
のテンプレートを合成するに
は、$ cdk synthコマンドを
実行します。

注:手順 2 で
は、CDK_ENVIRONMENTconfig/
{env}.ymlファイルを参照しま
す。

リソースをデプロイし、インフ
ラストラクチャを作成します。

ソリューションリソース
をデプロイするには、./
deploy.shターミナルからコマ
ンドを実行します。

このコマンドは、必要な Python 
依存関係をインストールしま
す。Python thon スクリプト
は、S3 バケットと AWS Key 
Management Service (AWS 
KMS) キーを作成し、最初のモ
デル作成のためのシードデー
タを追加します。最後に、cdk 
deployスクリプトを実行して残
りのインフラストラクチャを作
成します。

注:初期モデルトレーニングはス
タックの作成中に行われます。
スタックの作成が完了するま
で、最大 2 時間かかる場合があ
ります。

DevOps エンジニア

関連リソース
• 動物推薦者 (GitHub)
• AWS CDK リファレンスドキュメント
• Boto3 ドキュメンテーション
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• Amazon Personalize (AWS Machine Learning ブログ) を使用して、お好みのビジネス指標に合わせて
パーソナライズされたレコメンデーションを最適化しましょう

追加情報
ペイロードとレスポンスの例

レコメンデーションLambda 関数

レコメンデーションを取得するには、以下の形式のペイロードを含むリクエストをレコメンデーション 
Lambda 関数に送信します。

{ 
  "userId": "3578196281679609099", 
  "limit": 6
}

次のレスポンス例には、動物グループのリストが含まれています。

[{"id": "1-domestic short hair-1-1"},
{"id": "1-domestic short hair-3-3"},
{"id": "1-domestic short hair-3-2"},
{"id": "1-domestic short hair-1-2"},
{"id": "1-domestic short hair-3-1"},
{"id": "2-beagle-3-3"},

userIdこのフィールドを省略すると、関数は一般的な推奨事項を返します。

Lambda 関数のランク変更

再ランク付けを使用するには、再ランク付けの Lambda 関数にリクエストを送信します。ペイロードに
は、userId再ランク付けされるすべてのアイテム ID とそのメタデータが含まれます。次のデータ例で
は、animal_species_id (1=猫、2=犬) にOxford Petsクラスを使用し、およびに整数1～5を使用してい
ますanimal_size_id。animal_age_id

{ 
   "userId":"12345", 
   "itemMetadataList":[ 
      { 
         "itemId":"1", 
         "animalMetadata":{ 
            "animal_species_id":"2", 
            "animal_primary_breed_id":"Saint_Bernard", 
            "animal_size_id":"3", 
            "animal_age_id":"2" 
         } 
      }, 
      { 
         "itemId":"2", 
         "animalMetadata":{ 
            "animal_species_id":"1", 
            "animal_primary_breed_id":"Egyptian_Mau", 
            "animal_size_id":"1", 
            "animal_age_id":"1" 
         } 
      }, 
      { 
         "itemId":"3", 
         "animalMetadata":{ 
            "animal_species_id":"2", 
            "animal_primary_breed_id":"Saint_Bernard", 
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            "animal_size_id":"3", 
            "animal_age_id":"2" 
         } 
      } 
   ]
}

Lambda 関数はこれらのアイテムを再ランク付けし、アイテム ID と Amazon Personalize からの直接の応
答を含む順序付きリストを返します。これは、アイテムが属する動物グループとそのスコアをランク付け
したリストです。Amazon Personalize では、ユーザーパーソナライズレシピとパーソナライズランキング
レシピを使用して、各アイテムのスコアをレコメンデーションに含めます。これらのスコアは、ユーザー
が次に選択するアイテムについて Amazon Personalize が持っている相対的な確実性を表します。スコア
が高いほど、確実性が高くなります。

{ 
   "ranking":[ 
      "1", 
      "3", 
      "2" 
   ], 
   "personalizeResponse":{ 
      "ResponseMetadata":{ 
         "RequestId":"a2ec0417-9dcd-4986-8341-a3b3d26cd694", 
         "HTTPStatusCode":200, 
         "HTTPHeaders":{ 
            "date":"Thu, 16 Jun 2022 22:23:33 GMT", 
            "content-type":"application/json", 
            "content-length":"243", 
            "connection":"keep-alive", 
            "x-amzn-requestid":"a2ec0417-9dcd-4986-8341-a3b3d26cd694" 
         }, 
         "RetryAttempts":0 
      }, 
      "personalizedRanking":[ 
         { 
            "itemId":"2-Saint_Bernard-3-2", 
            "score":0.8947961 
         }, 
         { 
            "itemId":"1-Siamese-1-1", 
            "score":0.105204 
         } 
      ], 
      "recommendationId":"RID-d97c7a87-bd4e-47b5-a89b-ac1d19386aec" 
   }
}

Amazon Kinesis スペイロード

Amazon Kinesis に送信するペイロードの形式は次のとおりです。

{ 
    "Partitionkey": "randomstring", 
    "Data": { 
        "userId": "12345", 
        "sessionId": "sessionId4545454", 
        "eventType": "DetailView", 
        "animalMetadata": { 
            "animal_species_id": "1", 
            "animal_primary_breed_id": "Russian_Blue", 
            "animal_size_id": "1", 
            "animal_age_id": "2" 
        }, 
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        "animal_id": "98765" 
         
    }
}

注:認証されていないユーザーの場合、userIdこのフィールドは削除されます。

Amazon で GPU をサポートするカスタム ML モデ
ルをトレーニングしてデプロイする SageMaker

アンクル・シュクラ (AWS) によって作成されました

環境: Poct またはパイロット テクノロジー: 機械学習とAI、コ
ンテナとマイクロサービス

AWS サービス: アマゾン ECS; 
アマゾン SageMaker

概要
グラフィックスプロセッシングユニット (GPU) をサポートする機械学習 (ML) モデルのトレーニングとデ
プロイには、NVIDIA GPU の利点を最大限に引き出すために、特定の環境変数の初期設定と初期化が必要
です。ただし、環境をセットアップしてAmazon Web Services（AWS） SageMaker クラウド上のアマゾ
ンアーキテクチャと互換性を持たせるには時間がかかる場合があります。

このパターンは、Amazon を使用して GPU をサポートするカスタム ML モデルのトレーニングと構築に
役立ちます SageMaker。オープンソースの Amazon CatBoost レビューデータセットに基づいて構築さ
れたカスタムモデルをトレーニングしてデプロイする手順が記載されています。その後、Amazon Elastic 
Compute Cloud (p3.16xlargeAmazon EC2) インスタンスでパフォーマンスをベンチマークできます。

このパターンは、組織が GPU をサポートする既存の ML モデルをにデプロイしたい場合に役立ちます 
SageMaker。データサイエンティストは、このパターンの手順に従って NVIDIA GPU 対応のコンテナを作
成し、それらのコンテナに ML モデルをデプロイできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) のソースバケット。
• SageMaker ノートブックインスタンスと Jupyter ノートブックの理解
• 基本的なロール権限、S3 バケットへのアクセス権限と更新権限、Amazon Elastic Container Registry 

(Amazon ECR) の追加権限を含む AWS ID およびアクセス管理 (IAM) SageMaker ロールを作成する方法
の理解。

機能制限

• このパターンは、Python で記述されたトレーニングコードとデプロイコードを使用する監視付き ML 
ワークロードを対象としています。

アーキテクチャ
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Tools

テクノロジースタック

• SageMaker
• Amazon ECR

Tools
Tools

• Amazon ECR Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、スケー
ラビリティ、信頼性を備えた AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

• Amazon SageMaker — SageMaker フルマネージド型の機械学習サービスです。
• Docker — Docker は、アプリケーションを迅速に構築、テスト、デプロイするためのソフトウェアプ

ラットフォームです。
• Python — Python はプログラミング言語です。

Code

このパターンのコードは、「 GitHub  SageMakerCatboostとリポジトリによるレビュー分類モデルの実
装」に記載されています。

叙事詩
データを準備する

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成して、必要な
ポリシーをアタッチします。

AWS マネジメントコンソールに
サインインして、IAM コンソー
ルを開いて、新しいロールを作
成します。IAM ロールに以下の
ポリシーをアタッチします。 

• AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
• AmazonS3FullAccess
• AmazonSageMakerFullAccess

詳細については、Amazon 
SageMaker ドキュメントの
「ノートブックインスタンスの
作成」を参照してください。

データサイエンティスト

SageMaker ノートブックインス
タンスを作成します。

SageMaker コンソールを開き、
[ノートブックインスタンス] を
選択し、[ノートブックインスタ
ンスの作成] を選択します。IAM 
ロールの場合は、前に作成した 
IAM ロールを選択します。要件
に従ってノートブックインスタ
ンスを設定し、[ノートブックイ
ンスタンスの作成] を選択しま
す。

データサイエンティスト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
詳細な手順と手順について
は、Amazon SageMaker ドキュ
メントの「ノートブックインス
タンスの作成」を参照してくだ
さい。

リポジトリをクローンします。 SageMaker ノートブックイ
ンスタンスでターミナルを開
き、以下のコマンドを実行して
Catboost GitHub SageMaker と
リポジトリによるレビュー実装
分類モデルのクローンを作成し
ます。

git clone https://
github.com/aws-samples/
review-classification-using-
catboost-sagemaker.git

 

Jupyter ノートブックを起動しま
す。

定義済みのステップを含
むReview classification 
model with Catboost and 
SageMaker.ipynb Jupyter ノー
トブックを起動します。

データサイエンティスト

フィーチャーエンジニアリング

タスク 説明 必要なスキル

Jupyter ノートブックでコマンド
を実行します。

Jupyter ノートブックを開き、以
下のストーリーのコマンドを実
行して、ML モデルをトレーニン
グするためのデータを準備しま
す。

データサイエンティスト

S3 バケットからデータを読み取
ります。 import pandas as pd

import csv
fname = 's3://amazon-
reviews-pds/tsv/
amazon_reviews_us_Digital_Video_Download_v1_00.tsv.gz'
df = 
 pd.read_csv(fname,sep='\t',delimiter='\t',error_bad_lines=False)

データサイエンティスト

データを前処理します。
import numpy as np  
def pre_process(df):     
   
 df.fillna(value={'review_body': 
 '', 'review_headline': ''}, 
 inplace=True)     
  
 df.fillna( value={'verified_purchase': 
 'Unk'}, inplace=True)   
  df.fillna(0, inplace=True) 
    
 return df  

データサイエンティスト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
df = pre_process(df)  
df.review_date = 
 pd.to_datetime(df.review_date)  
df['target'] = 
 np.where(df['star_rating']>=4,1,0)

[Note:] (メモ:) このコードは、
の'review_body' NULL 
値を空の文字列に置き換
え'Unk'、'verified_purchase'列
を「不明」を意味するに置き換
えます。

 

データをトレーニング、検出、
およびテストのデータセットに
分割します。

分割セット間でターゲット
ラベルの分布を同じに保つに
は、scikit-learn ライブラリを使
用してサンプリングを層別化す
る必要があります。

from sklearn.model_selection 
 import 
 StratifiedShuffleSplit
sss = 
 StratifiedShuffleSplit(n_splits=2, 
 test_size=0.10, 
 random_state=0)
sss.get_n_splits(df, 
 df['target'])
for train_index, test_index 
 in sss.split(df, 
 df['target']): 
    X_train_vallid , X_test 
 = df.iloc[train_index], 
 df.iloc[test_index] 
     
     
sss.get_n_splits(X_train_vallid, 
 X_train_vallid['target'])   
   
for train_index, 
 test_index in 
 sss.split(X_train_vallid, 
 X_train_vallid['target']): 
    X_train , X_valid = 
 X_train_vallid.iloc[train_index], 
 X_train_vallid.iloc[test_index]

データサイエンティスト

Docker イメージをビルド、実行、および Amazon ECR にプッシュ配信する

タスク 説明 必要なスキル

Docker イメージを準備してプッ
シュします。

Jupyter ノートブックで、以下
のストーリーのコマンドを実
行して Docker イメージを準備

ML Detect
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
し、Amazon ECR にプッシュ配
信します。

Amazon ECR でリポジトリを作
成します。 %%sh  

algorithm_name=sagemaker-
catboost-github-gpu-img

chmod +x code/train
chmod +x code/serve

account=$(aws sts get-
caller-identity --query 
 Account --output text)

# Get the region defined in 
 the current configuration 
 (default to us-west-2 if 
 none defined)
region=$(aws configure get 
 region)
region=${region:-us-east-1}

fullname="${account}.dkr.ecr.
${region}.amazonaws.com/
${algorithm_name}:latest"

aws ecr create-repository 
 --repository-name 
 "${algorithm_name}" > /dev/
nul

ML Detect

Docker イメージをローカルでビ
ルドします。 docker build -t 

 "${algorithm_name}" .
docker tag ${algorithm_name} 
 ${fullname}

ML Detect

Docker イメージを実行して 
Amazon ECR にプッシュしま
す。

docker push ${fullname}
ML Detect

トレーニング

タスク 説明 必要なスキル

SageMaker ハイパーパラメータ
のチューニングジョブを作成し
ます。

Jupyter Notebook で、以下の
ストーリーのコマンドを実行し
て、Docker SageMaker イメージ
を使用してハイパーパラメータ
チューニングジョブを作成しま
す。

データサイエンティスト

SageMaker 見積もりを作成しま
す。

Docker SageMaker イメージの名
前を使用して見積もりを作成し
ます。

データサイエンティスト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

import sagemaker as sage
from time import gmtime, 
 strftime
sess = sage.Session()
from sagemaker.tuner 
 import IntegerParameter, 
 CategoricalParameter, 
 ContinuousParameter, 
 HyperparameterTuner

account = 
 sess.boto_session.client('sts').get_caller_identity()
['Account']
region = 
 sess.boto_session.region_name
image = '{}.dkr.ecr.
{}.amazonaws.com/sagemaker-
catboost-github-gpu-
img:latest'.format(account, 
 region)
tree_hpo = 
 sage.estimator.Estimator(image, 
                       role, 
 1,  
                      
 'ml.p3.16xlarge', 
                       
 train_volume_size = 100, 
                       
 output_path="s3://{}/
sagemaker/DEMO-GPU-Catboost/
output".format(bucket), 
                       
 sagemaker_session=sess)
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

HPO ジョブを作成します。 パラメーター範囲を使用して
ハイパーパラメーター最適化 
(HPO) チューニングジョブを
作成し、トレインセットと検証
セットをパラメーターとして関
数に渡します。

hyperparameter_ranges 
 = {'iterations': 
 IntegerParameter(80000, 
 130000), 
                   
       'max_depth': 
 IntegerParameter(6, 10),   
                        
  'max_ctr_complexity': 
 IntegerParameter(4, 10), 
                     
     'learning_rate': 
 ContinuousParameter(0.01, 
 0.5)}

objective_metric_name = 
 'auc'
metric_definitions = 
 [{'Name': 'auc', 
                       
 'Regex': 'auc: ([0-9\
\.]+)'}]

tuner = 
 HyperparameterTuner(tree_hpo, 
                            
 objective_metric_name, 
                            
 hyperparameter_ranges, 
                            
 metric_definitions, 
                            
 objective_type='Maximize', 
                            
 max_jobs=50, 
                            
 max_parallel_jobs=2)

データサイエンティスト

HPO ジョブを実行します。
train_location = 
 's3://'+bucket+'/sagemaker/
DEMO-GPU-Catboost/data/
train/'
valid_location = 
 's3://'+bucket+'/sagemaker/
DEMO-GPU-Catboost/data/
valid/'

tuner.fit({'train': 
 train_location, 
           'validation': 
 valid_location      })

データサイエンティスト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

最高のパフォーマンスを発揮す
るトレーニングジョブを受けま
しょう。

import sagemaker as sage
from time import gmtime, 
 strftime
sess = sage.Session()

best_job 
 =tuner.best_training_job()

データサイエンティスト

バッチ変換

タスク 説明 必要なスキル

SageMaker モデル予測用のテス
トデータにバッチ変換ジョブを
作成します。

Jupyter Notebook で、 
SageMaker 以下のストーリーの
コマンドを実行してハイパーパ
ラメータ調整ジョブからモデル
を作成し、 SageMaker テスト
データに対してバッチ変換ジョ
ブを送信してモデル予測を行い
ます。

データサイエンティスト

SageMaker モデルを作成しま
す。

SageMaker 最適なトレーニング
ジョブを使用してモデル内のモ
デルを作成します。

attached_estimator = 
 sage.estimator.Estimator.attach(best_job)

output_path ='s3://'+bucket
+'/sagemaker/DEMO-GPU-
Catboost/data/test-
predictions/'
input_path  ='s3://'+bucket
+'/sagemaker/DEMO-GPU-
Catboost/data/test/'

transformer = 
 attached_estimator.transformer(instance_count=1,  
                       
                       
 instance_type='ml.p3.16xlarge',  
                       
                       
 assemble_with='Line',  
                       
                       
 accept='text/csv', 
                       
                       
 max_payload=1, 
                       
                       
 output_path=output_path, 
                          
                    env = 

データサイエンティスト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
 {'SAGEMAKER_MODEL_SERVER_TIMEOUT' : 
 '3600' })

バッチ変換ジョブを作成しま
す。

テストデータセットにバッチ変
換ジョブを作成します。

transformer.transform(input_path,  
                      
 content_type='text/csv', 
                      
 split_type='Line')

データサイエンティスト

結果を分析する

タスク 説明 必要なスキル

結果を読み、モデルのパフォー
マンスを評価する。

Jupyter ノートブックで、以下
のストーリーのコマンドを実行
して結果を確認し、ROC 曲線下
の面積 (ROC-AUC) と高精度リ
コール曲線下の面積 (PR-AUC) 
のモデルメトリクスでモデルの
パフォーマンスを評価します。

詳細については、Amazon 機械学
習 (Amazon ML) ドキュメントの
「Amazon 機械学習のキーコンセ
プト」を参照してください。

データサイエンティスト

バッチ変換ジョブの結果を読み
取ります。

バッチ変換ジョブの結果をデー
タフレームに読み取ります。

file_name = 's3://'+bucket
+'/sagemaker/DEMO-GPU-
Catboost/data/test-
predictions/file_1.out'

results = 
 pd.read_csv(file_name, 
 names=['review_id','target','score'] ,sep='\t',escapechar 
 ='\\' , 
 quoting=csv.QUOTE_NONE,  
                   
 lineterminator='\n',quotechar='"').dropna()

データサイエンティスト

パフォーマンスメトリクスを評
価します。

ROC-AUCとPR-AUCでモデルの
パフォーマンスを評価してくだ
さい。

from sklearn import  metrics
import matplotlib
import pandas as pd
matplotlib.use('agg', 
 warn=False, force=True)

データサイエンティスト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
from matplotlib import 
 pyplot as plt

%matplotlib inline  

def analyze_results(labels, 
 predictions): 
    precision, 
 recall, thresholds = 
 metrics.precision_recall_curve(labels, 
 predictions) 
    auc = 
 metrics.auc(recall, 
 precision) 
     
    fpr, tpr, _ = 
 metrics.roc_curve(labels, 
 predictions) 
    roc_auc_score = 
 metrics.roc_auc_score(labels, 
 predictions) 
     
    print('Neural-
Nets: ROC auc=%.3f' % 
 ( roc_auc_score)) 
     
    plt.plot(fpr, tpr, 
 label="data 1, auc=" + 
 str(roc_auc_score)) 
    plt.xlabel('1-
Specificity') 
    
 plt.ylabel('Sensitivity') 
    plt.legend(loc=4) 
    plt.show() 
     
     
    lr_precision, 
 lr_recall, _ = 
 metrics.precision_recall_curve(labels, 
 predictions) 
    lr_auc = 
 metrics.auc(lr_recall, 
 lr_precision) 
    # summarize scores 
    print('Neural-Nets: PR 
 auc=%.3f' % ( lr_auc)) 
    # plot the precision-
recall curves 
    no_skill = 
 len(labels[labels==1.0]) / 
 len(labels) 
    plt.plot([0, 1], 
 [no_skill, no_skill], 
 linestyle='--', label='No 
 Skill') 
     
    plt.plot(lr_recall, 
 lr_precision, marker='.', 
 label='Neural-Nets') 
    # axis labels 
    plt.xlabel('Recall') 
    plt.ylabel('Precision') 
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
    # show the legend 
    plt.legend() 
    # show the plot 
    plt.show() 
     
     
    return auc

analyze_results(results['target'].values,results['score'].values)

関連リソース
• Scikit Docker SageMaker コンテナを構築して、Amazon で Scikit-Learn モデルのトレーニングとホスト

を行う

追加情報
以下のリストは、Docker イメージのビルド、実行、および Amazon ECR エピックへのプッシュで実行さ
れる Dockerfile のさまざまな要素を示しています。

aws-cli を使用して Python をインストールします。

FROM amazonlinux:1 
  
 RUN yum update -y && yum install -y python36 python36-devel python36-libs python36-tools 
 python36-pip && \ 
 yum install gcc tar make wget util-linux kmod man sudo git -y && \ 
 yum install wget -y && \ 
 yum install aws-cli -y && \ 
 yum install nginx -y && \
yum install gcc-c++.noarch -y && yum clean all

Python パッケージをインストールする

RUN pip-3.6 install --no-cache-dir --upgrade pip && \pip3 install --no-cache-dir --upgrade 
 setuptools && \
pip3 install Cython && \
pip3 install --no-cache-dir numpy==1.16.0 scipy==1.4.1 scikit-learn==0.20.3 pandas==0.24.2 
 \
flask gevent gunicorn boto3 s3fs  matplotlib joblib catboost==0.20.2

CUDA と CuDNN のインストール

RUN wget https://developer.nvidia.com/compute/cuda/9.0/Prod/local_installers/
cuda_9.0.176_384.81_linux-run \
&& chmod u+x cuda_9.0.176_384.81_linux-run \
&& ./cuda_9.0.176_384.81_linux-run --tmpdir=/data --silent --toolkit --override \
&& wget https://custom-gpu-sagemaker-image.s3.amazonaws.com/installation/cudnn-9.0-linux-
x64-v7.tgz \
&& tar -xvzf cudnn-9.0-linux-x64-v7.tgz \
&& cp /data/cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/include \
&& cp /data/cuda/lib64/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64 \

&& chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/lib64/libcudnn* \
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チャエンジニアリングに SageMaker Processing を使用

&&  rm -rf /data/*

に必要なディレクトリ構造を作成します SageMaker

RUN mkdir /opt/ml /opt/ml/input /opt/ml/input/config /opt/ml/input/data /opt/ml/input/data/
training /opt/ml/model /opt/ml/output /opt/program

NVIDIA 環境変数を設定する

ENV PYTHONPATH=/opt/program
ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=TRUE
ENV PATH="/opt/program:${PATH}"

# Set NVIDIA mount environments
ENV LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/nvidia/lib:/usr/local/nvidia/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
ENV NVIDIA_VISIBLE_DEVICES="all"
ENV NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES="compute,utility"
ENV NVIDIA_REQUIRE_CUDA "cuda>=9.0"

トレーニングファイルと推論ファイルを Docker イメージにコピー

COPY code/* /opt/program/
WORKDIR /opt/program

テラバイト規模の ML データセットの分散型フィー
チャエンジニアリングに SageMaker Processing を
使用

作成者:クリス・ブームハワー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 機械学習と AI; 
ビッグデータ

AWS サービス: アマゾン 
SageMaker

概要
テラバイト規模以上のデータセットの多くは、階層的なフォルダー構造で構成されていることが多く、
データセット内のファイルは相互依存関係を共有している場合があります。このため、機械学習 (ML) のエ
ンジニアとデータサイエンティストは、モデルのトレーニングや推論のためにそのようなデータを準備す
るために、慎重に設計上の決定を下す必要があります。このパターンは、手動のマクロシャーディングお
よびマイクロシャーディング手法を Amazon SageMaker Processing および仮想 CPU (vCPU) 並列処理と
組み合わせて使用して、複雑なビッグデータ ML データセットのフィーチャエンジニアリングプロセスを
効率的にスケーリングする方法を示しています。 

このパターンでは、マクロシャーディングはデータディレクトリを複数のマシンに分割して処理すること
と定義し、マイクロシャーディングは各マシンのデータを複数の処理スレッドに分割することと定義して
います。このパターンは、Amazon SageMaker を使用して PhysioNet MIMIC-III データセットのサンプル
時系列波形レコードを使用して、これらの手法を示しています。このパターンで手法を実装することで、
リソースの使用率とスループット効率を最大化しながら、フィーチャエンジニアリングの処理時間とコス
トを最小限に抑えることができます。これらの最適化は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
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インスタンスと、同様の大規模データセットの vCPUs での vCPU SageMaker を分散処理します。これ
は、データタイプにかかわらず。

前提条件と制限
前提条件

• 独自のデータセットにこのパターンを実装する場合は、 SageMaker ノートブックインスタンスまたは 
SageMaker Studio にアクセスします。Amazon SageMaker を初めて使用する場合は、AWS SageMaker 
ドキュメントの「Amazon を使い始める」を参照してください。

• SageMaker Studio (このパターンを PhysioNet MIMIC-III サンプルデータを使用して実装したい場合) 
• このパターンでは SageMaker Processing を使用しますが、 SageMaker Processing ジョブの実行経験

は必要ありません。

機能制限

• このパターンは、相互に依存するファイルを含む ML データセットに適しています。これらの相互依存
関係は、手動のマクロシャーディングと、 SageMaker 複数の単一インスタンスの処理ジョブをparallel 
して実行することから最もメリットがあります。このような相互依存関係がないデータセットでは、 
SageMaker 同じ処理ジョブで管理されている複数のインスタンスにシャーディングされたデータを送信
するため、ShardedByS3Key Processingの機能を使用する方がマクロシャーディングの代替手段とし
て適している場合があります。ただし、どちらのシナリオでもこのパターンのマイクロシャーディング
戦略を実装して、インスタンスの vCPUs を最大限に活用することができます。

製品バージョン

• Amazon SageMaker Python SDK バージョン 2

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• アマゾン SageMaker

ターゲットアーキテクチャ

マクロシャーディングと分散型 EC2 インスタンス

このアーキテクチャで表される 10 個のparallel プロセスは、MIMIC-III データセットの構造を反映していま
す。(プロセスは図を簡単にするために楕円で表されます。) 手動マクロシャーディングを使用する場合、
同様のアーキテクチャがどのデータセットにも適用されます。MIMIC-III の場合は、最小限の労力で各患者
グループフォルダーを個別に処理することで、データセットの未処理構造を活用できます。次の図では、
レコードグループブロックが左側に表示されています (1)。データは分散しているため、患者グループごと
に共有するのが理にかなっています。

ただし、患者グループごとに手動でシャーディングを行うと、図の中央セクション (2) に示すよう
に、1 つの処理ジョブに複数の EC2 インスタンスが含まれる代わりに、患者グループフォルダー
ごとに個別の処理ジョブが必要になります。MIMIC-III のデータにはバイナリ波形ファイルと対応
するテキストベースのヘッダーファイルの両方が含まれており、バイナリデータの抽出には wfdb 
ライブラリに依存する必要があるため、特定の患者のすべての記録を同じインスタンスで使用で
きるようにする必要があります。各バイナリ波形ファイルに関連するヘッダーファイルも存在す
ることを確認する唯一の方法は、手動シャーディングを実装して各シャードを独自の処理ジョブ
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内で実行し、s3_data_distribution_type='FullyReplicated'処理ジョブの入力を定義
するタイミングを指定することです。あるいは、すべてのデータが 1 つのディレクトリに保存さ
れていて、ファイル間の依存関係がない場合には、複数の EC2 インスタンスを使用して単一の 
Processings3_data_distribution_type='ShardedByS3Key' ジョブを起動して指定する方法がより
適切な選択肢となる可能性があります。Amazon S3ShardedByS3Key  データ分散タイプとして指定する
と SageMaker 、インスタンス間のデータシャーディングが自動的に管理されます。 

複数のインスタンスを同時に実行すると時間の節約になるため、フォルダーごとに処理ジョブを起動する
とデータを前処理するコスト効率の高い方法です。コストと時間をさらに節約するには、各処理ジョブ内
でマイクロシャーディングを使用できます。 

マイクロシャーディングとparallel vCPUs

各処理ジョブでは、 SageMaker フルマネージド型の EC2 インスタンスで使用可能なすべての vCPUs を
最大限に活用できるように、グループ化されたデータがさらに分割されます。図の中央セクション (2) の
ブロックは、各主要処理ジョブ内で何が起こるかを示しています。患者記録フォルダの内容は、インスタ
ンスで使用可能な vCPUs の数に基づいてフラット化され、均等に分割されます。フォルダーの内容が分
割されると、同じサイズのファイルセットがすべての vCPUs に分散されて処理されます。処理が完了す
ると、各vCPUの結果は、処理ジョブごとに1つのデータファイルにまとめられます。 

添付のコードでは、src/feature-engineering-pass1/preprocessing.pyこれらの概念がファイル
の次のセクションに示されています。

def chunks(lst, n): 
    """ 
    Yield successive n-sized chunks from lst. 
     
    :param lst: list of elements to be divided 
    :param n: number of elements per chunk 
    :type lst: list 
    :type n: int 
    :return: generator comprising evenly sized chunks 
    :rtype: class 'generator' 
    """ 
    for i in range(0, len(lst), n): 
        yield lst[i:i + n] 
  
  
# Generate list of data files on machine
data_dir = input_dir
d_subs = next(os.walk(os.path.join(data_dir, '.')))[1]
file_list = []
for ds in d_subs: 
    file_list.extend(os.listdir(os.path.join(data_dir, ds, '.')))
dat_list = [os.path.join(re.split('_|\.', f)[0].replace('n', ''), f[:-4]) for f in 
 file_list if f[-4:] == '.dat'] 
  
# Split list of files into sub-lists
cpu_count = multiprocessing.cpu_count()
splits = int(len(dat_list) / cpu_count)
if splits == 0: splits = 1
dat_chunks = list(chunks(dat_list, splits)) 
  
# Parallelize processing of sub-lists across CPUs
ws_df_list = Parallel(n_jobs=-1, verbose=0)(delayed(run_process)(dc) for dc in dat_chunks) 
  
# Compile and pickle patient group dataframe
ws_df_group = pd.concat(ws_df_list)
ws_df_group = ws_df_group.reset_index().rename(columns={'index': 'signal'})
ws_df_group.to_json(os.path.join(output_dir, group_data_out))

関数はまずchunks、n 与えられたリストを等しいサイズの長さのチャンクに分割し、その結果をジェネ
レータとして返すことによって、そのリストを消費するように定義されます。次に、存在するすべての
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バイナリ波形ファイルのリストをコンパイルして、データを患者フォルダ全体でフラット化します。これ
が完了すると、EC2 インスタンスで使用可能な vCPUs の数が取得されます。バイナリ波形ファイルのリ
ストは、呼び出しによってこれらの vCPUs 間で均等に分割されchunks、各波形サブリストは joblib の 
Parallel クラスを使用して独自の vCPU 上で処理されます。結果は処理ジョブによって自動的にデータフ
レームの 1 SageMaker つのリストにまとめられ、ジョブの完了時に Amazon S3 に書き込まれる前にさら
に処理されます。この例では、処理ジョブによって Amazon S3 に 10 個のファイルが書き込まれています 
(各ジョブに 1 つ)。

初期処理ジョブがすべて完了すると、図の右側のブロック (3) に示されている二次処理ジョブが、各プラ
イマリ処理ジョブで生成された出力ファイルを結合し、その結合された出力を Amazon S3 (4) に書き込み
ます。

Tools
Tools

• Python — このパターンに使用されるサンプルコードは Python (バージョン 3) です。
• SageMaker Studio — Amazon SageMaker Studio は、ウェブベースの機械学習用の統合開発環境 (IDE) 

です。この IDE を使うと、機械学習モデルを構築、トレーニング、デバッグ、デプロイ、モニタリング
できます。 SageMaker 処理ジョブは SageMaker Studio 内の Jupyter ノートブックを使用して実行しま
す。

• SageMaker 処理 — Amazon SageMaker Processing を使用すると、データ処理ワークロードを簡単に実
行できます。このパターンでは、 SageMaker フィーチャエンジニアリングコードは処理ジョブを使用
して大規模に実装されます。

Code

添付の.zip ファイルには、このパターンの完全なコードが記載されています。以下のセクションでは、こ
のパターンでアーキテクチャを構築する手順について説明します。各ステップは、添付ファイルのサンプ
ルコードで示されています。

叙事詩
SageMaker Studio 環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

SageMaker アマゾンスタジオに
アクセスします。

Amazon SageMaker のドキュ
メントに記載されている指示
に従って、AWS アカウントで 
SageMaker Studio にオンボー
ディングします。

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

wget ユーティリティをインス
トールします。

新しい SageMaker Studio 構成で
オンボーディングした場合、ま
たは以前にこれらのユーティリ
ティを Studio で使用したことが
ない場合は、wget をインストー
ルしてください。 SageMaker   

インストールするには、 
SageMaker Studio コンソールで
ターミナルウィンドウを開き、
次のコマンドを実行します。

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

sudo yum install wget

サンプルコードをダウンロード
して解凍します。

「attachments.zip添付ファ
イル」セクションでファイルを
ダウンロードします。ターミナ
ルウィンドウで、ファイルをダ
ウンロードしたフォルダに移動
し、内容を抽出します。

unzip attachment.zip

.zip ファイルを解凍したフォ
ルダに移動し、ファイルの内
容を抽出します。Scaled-
Processing.zip

unzip Scaled-Processing.zip

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

physionet.org からサンプル
データセットをダウンロード
し、Amazon S3 にアップロード
します。

Scaled-Processingファ
イルを含むフォルダ内
でget_data.ipynb Jupyter 
ノートブックを実行します。こ
のノートブックは physionet.org
からサンプル MIMIC-III デー
タセットをダウンロード
し、Amazon S3 の SageMaker 
Studio セッションバケットに
アップロードします。

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

最初の前処理スクリプトを設定します

タスク 説明 必要なスキル

すべてのサブディレクトリにわ
たってファイル階層をフラット
化します。

MIMIC-III のような大規模なデー
タセットでは、論理的な親グ
ループ内であっても、ファイル
が複数のサブディレクトリに分
散されることがよくあります。
次のコードに示すように、スク
リプトはすべてのサブディレク
トリにわたるすべてのグループ
ファイルをフラット化するよう
に構成する必要があります。

# Generate list of .dat 
 files on machine
data_dir = input_dir
d_subs = 
 next(os.walk(os.path.join(data_dir, 
 '.')))[1]
file_list = []
for ds in d_subs: 

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
   
 file_list.extend(os.listdir(os.path.join(data_dir, 
 ds, '.')))
dat_list = 
 [os.path.join(re.split('_|
\.', f)[0].replace('n', ''), 
 f[:-4]) for f in file_list 
 if f[-4:] == '.dat']

注:このエピックのコード
スニペットの例は、src/
feature-engineering-
pass1/preprocessing.py添
付ファイルにあるファイルから
のものです。

vCPU 数に基づいてファイルをサ
ブグループに分割します。

ファイルは、スクリプトを実行
するインスタンスに存在する 
vCPUs の数に応じて、均等なサ
イズのサブグループまたはチャ
ンクに分割する必要がありま
す。このステップでは、次のよ
うなコードを実装できます。

# Split list of files into 
 sub-lists
cpu_count = 
 multiprocessing.cpu_count()
splits = int(len(dat_list) / 
 cpu_count)
if splits == 0: splits = 1
dat_chunks = 
 list(chunks(dat_list, 
 splits))

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

vCPUs 全体でサブグループの処
理を並列化します。

スクリプトロジックは、すべ
てのサブグループをparallel 
処理するように構成する必
要があります。そのために
は、JoblibParallel delayed 
ライブラリのクラスとメソッド
を次のように使用します。 

# Parallelize processing of 
 sub-lists across CPUs
ws_df_list = 
 Parallel(n_jobs=-1, 
 verbose=0)
(delayed(run_process)(dc) 
 for dc in dat_chunks)

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 に単一ファイルグ
ループの出力を保存します。

vCPU のparallel 処理が完了した
ら、各 vCPU の結果を組み合わ
せて、ファイルグループの S3 バ
ケットパスにアップロードする
必要があります。このステップ
では、次のようなコードを実行
できます。

# Compile and pickle patient 
 group dataframe
ws_df_group = 
 pd.concat(ws_df_list)
ws_df_group = 
 ws_df_group.reset_index().rename(columns={'index': 
 'signal'})
ws_df_group.to_json(os.path.join(output_dir, 
 group_data_out))

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

2 番目の前処理スクリプトを設定します。

タスク 説明 必要なスキル

最初のスクリプトを実行したす
べての処理ジョブで生成された
データファイルを結合します。

前のスクリプトは、 SageMaker 
データセットのファイルグ
ループを処理する処理ジョブ
ごとに 1 つのファイルを出力
します。 次に、これらの出力
ファイルを 1 つのオブジェク
トにまとめ、1 つの出力デー
タセットを Amazon S3 に書
き込む必要があります。これ
については、src/feature-
engineering-pass1p5/
preprocessing.py以下のよう
に添付ファイルに記載されてい
ます。

def write_parquet(wavs_df, 
 path): 
    """ 
    Write waveform summary 
 dataframe to S3 in parquet 
 format. 
     
    :param wavs_df: waveform 
 summary dataframe 
    :param path: S3 
 directory prefix 
    :type wavs_df: pandas 
 dataframe 
    :type path: str 
    :return: None 
    """ 
    extra_args = 
 {"ServerSideEncryption": 
 "aws:kms"} 

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
    wr.s3.to_parquet( 
        df=wavs_df, 
        path=path, 
        
 compression='snappy', 
        
 s3_additional_kwargs=extra_args) 
  
  
def combine_data(): 
    """ 
    Get combined data and 
 write to parquet. 
     
    :return: waveform 
 summary dataframe 
    :rtype: pandas dataframe 
    """ 
    wavs_df = get_data() 
    wavs_df = 
 normalize_signal_names(wavs_df) 
    write_parquet(wavs_df, 
 "s3://{}/{}/
{}".format(bucket_xform, 
 dataset_prefix, 
 pass1p5out_data)) 
  
    return wavs_df 
  
  
wavs_df = combine_data()

処理ジョブの実行

タスク 説明 必要なスキル

最初の処理ジョブを実行しま
す。

マクロシャーディングを実行す
るには、ファイルグループご
とに個別の処理ジョブを実行
します。各ジョブは最初のス
クリプトを実行するため、マ
イクロシャーディングは各処理
ジョブ内で実行されます。次の
コードは、次のスニペット (に
含まれていますnotebooks/
FeatExtract_Pass1.ipynb) 
にある各ファイルグループディ
レクトリの処理ジョブを起動す
る方法を示しています。

pat_groups = 
 list(range(30,40))
ts = str(int(time.time())) 
  
for group in pat_groups: 
    sklearn_processor = 
 SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0', 

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
                            
         role=role, 
                  
                   
  instance_type='ml.m5.4xlarge', 
                             
         instance_count=1, 
                  
                   
  volume_size_in_gb=5) 
    sklearn_processor.run( 
        code='../src/
feature-engineering-pass1/
preprocessing.py', 
        
 job_name='-'.join(['scaled-
processing-p1', str(group), 
 ts]), 
        arguments=[ 
            "input_path", "/
opt/ml/processing/input", 
            "output_path", 
 "/opt/ml/processing/
output", 
            
 "group_data_out", 
 "ws_df_group.json" 
        ], 
        inputs= 
        [ 
            ProcessingInput( 
                
 source=f's3://
{sess.default_bucket()}/
data_inputs/{group}', 
                
 destination='/opt/ml/
processing/input', 
                
 s3_data_distribution_type='FullyReplicated' 
            ) 
        ], 
        outputs= 
        [ 
            
 ProcessingOutput( 
                source='/
opt/ml/processing/output', 
                
 destination=f's3://
{sess.default_bucket()}/
data_outputs/{group}' 
            ) 
        ], 
        wait=False 
    )
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タスク 説明 必要なスキル

2 番目の処理ジョブを実行しま
す。

最初の処理ジョブセットで生成
された出力を結合し、前処理
のための追加計算を実行する
には、1 SageMaker つの処理
ジョブを使用して 2 番目のス
クリプトを実行します。次の
コードはこれを示しています 
(に含まれていますnotebooks/
FeatExtract_Pass1p5.ipynb)。

ts = str(int(time.time()))
bucket = 
 sess.default_bucket() 
      
sklearn_processor = 
 SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0', 
                             
     role=role, 
                
                 
  instance_type='ml.t3.2xlarge', 
                             
     instance_count=1, 
                             
     volume_size_in_gb=5)
sklearn_processor.run( 
    code='../src/feature-
engineering-pass1p5/
preprocessing.py', 
    
 job_name='-'.join(['scaled-
processing', 'p1p5', ts]), 
    arguments=['bucket', 
 bucket, 
              
  'pass1out_prefix', 
 'data_outputs', 
              
  'pass1out_data', 
 'ws_df_group.json', 
              
  'pass1p5out_data', 
 'waveform_summary.parquet', 
              
  'statsdata_name', 
 'signal_stats.csv'], 
    wait=True
)

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

関連リソース
• クイックスタートを使用して Amazon SageMaker Studio にオンボーディング (SageMaker ドキュメン

テーション)
• プロセスデータ (SageMaker ドキュメンテーション) 
• scikit-learn を使ってデータを処理する (SageMaker ドキュメンテーション) 
• JOBLIB. パラレルドキュメンテーション
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• ムーディー、B.、ムーディ、G.、ビジャロエル、M.、クリフォード、G.D.、シルバ、I.
（2020）。MIMIC-III 波形データベース (バージョン 1.0) PhysioNet。

• ジョンソン、A.E.W.、ポラード、T.J.、シェン、L.、リーマン、L.H.、フェン、M.、ガセミー、M.、
ムーディ、B.、ゾロヴィッツ、P.、セリ、L.A.、マーク、R.G.（2016）。MIMIC-III、自由にアクセスで
きるクリティカルケアデータベース。科学データ、3、160035。

• MIMIC-III 波形データベースライセンス

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Flask と AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML 
モデルの結果を視覚化する

クリス・コーディル (AWS) とドゥルガー・スーリー (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: 機械学習と AI; 分
析 DevOps; ウェブサイトとウェ
ブアプリ

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: Amazon 
Comprehend; AWS Elastic 
Beanstalk

概要
人工知能と機械学習 (AI/ML) サービスからの出力を視覚化するには、開発者やエンジニアがカスタマイズ
しなければならない複雑な API 呼び出しが必要になることがよくあります。これは、アナリストが新しい
データセットをすばやく調査したい場合に問題となる可能性があります。

ユーザーが独自のデータをアップロードしてダッシュボードでモデル結果を視覚化できる Web ベースの
ユーザーインターフェイス (UI) を使用することで、サービスのアクセシビリティを高め、よりインタラク
ティブなデータ分析形式を提供できます。

このパターンでは、Flask と Plotly を使用して Amazon Comprehend をカスタムウェブアプリケーショ
ンと統合し、ユーザーが提供したデータからセンチメントとエンティティを視覚化します。このパター
ンには、AWS Elastic Beanstalk を使用してアプリケーションをデプロイする手順も記載されていま
す。Amazon Web Services (AWS) の AI サービスを使用するか、エンドポイント (Amazon SageMaker  エ
ンドポイントなど) でホストされているカスタムトレーニングモデルを使用してアプリケーションを調整
できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。 
• ローカルマシンにインストールおよび設定された AWS Command Line Interface (AWS CLI)。詳細に

ついては、AWS CLI ドキュメントの「設定の基本」を参照してください。AWS Cloud9 統合開発環境 
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(IDE) を使用することもできます。詳細については、AWS Cloud9 ドキュメントの「AWS Cloud9 用の 
Python チュートリアル」と「AWS Cloud9 IDE で実行中のアプリケーションのプレビュー」を参照して
ください。

• Flaskのウェブアプリケーションフレームワークについての理解。Flask の詳細については、Flask ド
キュメントのクイックスタートを参照してください。

• Python、バージョン 3.6 以降、インストールおよび設定済み。Python をインストールするには、AWS 
Elastic Beanstalk ドキュメントの「Python 開発環境のセットアップ」の手順に従ってください。

• Elastic Beanstalk コマンドラインインターフェイス (EB CLI)、インストールおよび設定済み。これに関
する詳細については、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントの「EB CLI のインストール」および「EB 
CLI の設定」を参照してください。

機能制限

• このパターンのFlaskアプリケーションは、単一のテキスト列を使用し、200行に制限されている.csv
ファイルを処理するように設計されています。アプリケーションコードは、他のファイルタイプやデー
タ量を処理するように調整できます。

• アプリケーションはデータ保持を考慮せず、アップロードされたユーザーファイルを手動で削除するま
で集約し続けます。アプリケーションを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と統合して永続
的なオブジェクトストレージを作成したり、Amazon DynamoDB などのデータベースを使用してサー
バーレスのキーバリューストレージを使用したりできます。

• このアプリケーションでは、英語の文書のみが考慮されます。ただし、Amazon Comprehend を使用し
てドキュメントの主要言語を検出することはできます。各アクションでサポートされている言語の詳細
については、Amazon Comprehend ドキュメントの API リファレンスを参照してください。

• 一般的なエラーとその解決策を含むトラブルシューティングリストは、「追加情報」セクションにあり
ます。

アーキテクチャ
Flask アプリケーションアーキテクチャ

Flaskは、PythonでWebアプリケーションを開発するための軽量フレームワークです。Python の強力な
データ処理と豊富な Web UI を組み合わせるように設計されています。パターンの Flask アプリケーショ
ンは、ユーザーがデータをアップロードし、そのデータを Amazon Comprehend に送信して推論し、結果
を視覚化できるようにするウェブアプリケーションの構築方法を示しています。  アプリケーションは次の
構造があります。

• static— Web UI をサポートするすべての静的ファイル (CSS JavaScript、画像など) が含まれます。
• templates— アプリケーションのすべての HTML ページが含まれます
• userData— アップロードされたユーザーデータを保存します
• application.py— Flask アプリケーションファイル
• comprehend_helper.py— Amazon Comprehend への API コールを行う関数
• config.py— アプリケーション構成ファイル
• requirements.txt— アプリケーションに必要な Python の依存関係

application.pyこのスクリプトには、4 つの Flask ルートで構成される Web アプリケーションのコア
機能が含まれています。以下の図に、Flask のルートを示します。

• /はアプリケーションのルートで、ユーザーを (templatesディレクトリに保存されてい
る)upload.html ページに誘導します。
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• /saveFileは、ユーザーがファイルをアップロードした後に呼び出されるルートです。このルート
は、ユーザーがアップロードしたファイルを含む HTMLPOST フォーム経由でリクエストを受け取りま
す。userDataファイルはディレクトリに保存され、/dashboardルートはユーザーをルートにリダイ
レクトします。

• /dashboarddashboard.htmlユーザーをページに送ります。このページの HTML 内で、/dataルー
トからデータを読み取りstatic/js/core.js、 JavaScript ページのビジュアライゼーションを作成す
るコードを実行します。

• /dataは、ダッシュボードに視覚化するデータを表示する JSON API です。このルート
は、ユーザーが提供したデータを読み取り、の関数を使用してユーザーデータを Amazon 
Comprehendcomprehend_helper.py に送信し、センチメント分析と名前付きエンティティ認識 
(NER) を行います。Amazon Comprehend のレスポンスはフォーマットされ、JSON オブジェクトとし
て返されます。

デプロイメントアーキテクチャ

Elastic Beanstalk を使用して AWS クラウドにデプロイされるアプリケーションの設計上の考慮事項の詳
細については、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントの「設計上の考慮事項」を参照してください。

テクノロジースタック

• Amazon Comprehend 
• Elastic Beanstalk 
• Flask 

自動化とスケーリング

Elastic Beanstalk のデプロイは、ロードバランサーとauto スケーリンググループを使用して自動的にセッ
トアップされます。その他の設定オプションについては、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントの「Elastic 
Beanstalk 環境の設定」を参照してください。

Tools
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) — AWS CLI は、AWS のすべての部分とやり取りするための

一貫したインターフェイスを提供する統合ツールです。
• Amazon Comprehend-Amazon Comprehend は、自然言語処理 (NLP) を使用して、特別な前処理を必要

とせずに、ドキュメントの内容に関するインサイトを抽出します。
• AWS Elastic Beanstalk — Elastic Beanstalk を使用すると、アプリケーションを実行しているインフラス

トラクチャについて知識を得なくても、AWS クラウドでアプリケーションのデプロイと管理を簡単に行
うことができます。

• Elastic Beanstalk CLI (EB CLI) — EB CLI は、AWS Elastic Beanstalk のコマンドラインインターフェイ
スで、ローカルリポジトリの環境の作成、更新、モニタリングを簡素化するインタラクティブなコマン
ドを提供します。

• Flask — Flaskフレームワークは、Pythonを使用してデータ処理とAPI呼び出しを実行し、Plotlyを使用し
てインタラクティブなWebビジュアライゼーションを提供します。

Code

このパターンのコードは、Flask と AWS Elastic Beanstalk リポジトリを使用した AI/ML GitHub モデルの
視覚化結果にあります。
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叙事詩
Flask アプリケーションのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

GitHub リポジトリのクローンを
作成します。

次のコマンドを実行して、Flask 
と AWS Elastic Beanstalk GitHub 
リポジトリを使用してビジュア
ライズ AI/ML モデルの結果から
アプリケーションコードを取得
します。

git clone 
git@github.com:aws-
samples/aws-comprehend-
elasticbeanstalk-for-
flask.git

[Note:] (メモ:) SSH キーは必ずで
設定してください GitHub。

デベロッパー

Python モジュールをインストー
ルします。

リポジトリを複製する
と、aws-comprehend-
elasticbeanstalk-
for-flask新しいローカル
ディレクトリが作成されま
す。requirements.txtこの
ディレクトリのファイルには、
アプリケーションを実行する 
Python モジュールとバージョン
が含まれています。以下のコマ
ンドを使用してモジュールをイ
ンストールします。

cd aws-comprehend-
elasticbeanstalk-for-
flask

pip install -r 
requirements.txt

Python 開発者

アプリケーションをローカルで
テストします。

次のコマンドを実行して、Flask 
サーバーを開始します。

python application.py

これにより、実行中のサー
バーに関する情報が返されま
す。ブラウザを開いて http://
localhost:5000 にアクセスする
と、アプリケーションにアクセ
スできるはずです。

[Note:] (メモ:) アプリケー
ションを AWS Cloud9 
IDE で実行している場合

Python 開発者
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タスク 説明 必要なスキル
は、application.run()application.pyファ
イル内のコマンドを次の行に置
き換える必要があります。

application.run(host=os.getenv('IP', 
'0.0.0.0'),port=int(os.getenv('PORT', 
8080)))

デプロイ前にこの変更を元に戻
す必要があります。

アプリケーションを Elastic Beanstalk にデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

Elastic Beanstalk アプリケーショ
ンを起動します。

プロジェクトを Elastic Beanstalk 
アプリケーションとして起動す
るには、アプリケーションの
ルートディレクトリから次のコ
マンドを実行します。

eb init -p python-3.6 
comprehend_flask --
region us-east-1

重要:

• comprehend_flaskは Elastic 
Beanstalk アプリケーションの
名前で、必要に応じて変更で
きます。 

• AWS リージョンは任意のリー
ジョンに置き換えることがで
きます。リージョンを指定し
ていない場合は、AWS CLI の
デフォルトリージョンが使用
されます。

• このアプリケーション
は、Python、バージョン 3.6 
でビルドされました。他の 
Python バージョンを使用する
と、エラーが発生する可能性
があります。

eb init -iコマンドを実行す
ると、その他のデプロイ設定オ
プションが表示されます。

アーキテクト、デベロッパー

Elastic Beanstalk 環境をデプロイ
します。

アプリケーションのルートディ
レクトリから以下のコマンドを
実行します。

アーキテクト、デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
eb create comprehend-
flask-env

注:comprehend-flask-envは 
Elastic Beanstalk 環境の名前で、
要件に応じて変更できます。
名前には、英字、数字、および
ダッシュのみを使用できます。

Amazon Comprehend を使用す
るようにデプロイを許可してく
ださい。

アプリケーションは正常に
デプロイされる可能性もあり
ますが、デプロイに Amazon 
Comprehend へのアクセス権
も提供する必要があります。
ComprehendFullAccessは、
デプロイされたアプリケーショ
ンに Amazon Comprehend に 
API 呼び出しを行う権限を与える 
AWS 管理ポリシーです。

以下のコマンドを実行し
て、ComprehendFullAccessポ
リシーをアタッチしますaws-
elasticbeanstalk-ec2-
role (このロールはデプロイの 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンス用に
自動的に作成されます)。

aws iam attach-role-
policy --policy-arn 
arn:aws:iam::aws:policy/
ComprehendFullAccess 
--role-name aws-
elasticbeanstalk-ec2-
role

重要:aws-elasticbeanstalk-
ec2-roleアプリケーションのデ
プロイ時に作成されます。AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) ポリシーを添付する前に、
デプロイプロセスを完了する必
要があります。

開発者、セキュリティアーキテ
クト

デプロイしたアプリケーション
にアクセスします。

アプリケーションが正常にデプ
ロイされたら、eb openコマ
ンドを実行してそのアプリケー
ションにアクセスできます。

eb statusコマンドを実行し
て、デプロイに関する詳細を
取得することもできます。デ
プロイ URL は以下のとおりで
すCNAME。

アーキテクト、デベロッパー
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(オプション) アプリケーションを ML モデルに合わせてカスタマイズ

タスク 説明 必要なスキル

Elastic Beanstalk に新しいモデル
へのアクセスを許可します。

Elastic Beanstalk に新しいモデ
ルエンドポイントに必要なアク
セス権限があることを確認して
ください。たとえば、Amazon 
SageMaker エンドポイントを使
用する場合、デプロイにはエン
ドポイントを呼び出す権限が必
要です。 

詳細については、Amazon
InvokeEndpoint SageMaker ド
キュメントのを参照してくださ
い。

開発者、セキュリティアーキテ
クト

新しいモデルにユーザーデータ
を送信します。

このアプリケーションの基礎と
なる ML モデルを変更するには、
次のファイルを変更する必要が
あります。

• comprehend_helper.py— 
これは Amazon Comprehend 
に接続して応答を処理し、最
終結果をアプリケーションに
返す Python スクリプトです。
このスクリプトでは、データ
を AWS クラウド上の別の AI 
サービスにルーティングする
ことも、カスタムモデルのエ
ンドポイントにデータを送信
することもできます。このス
クリプトの結果は、論理的に
分離してこのパターンを再利
用できるようにフォーマット
することもお勧めします。

• application.py—comprehend_helper.py
スクリプトまたは関数
の名前を変更する場合
は、application.pyそれら
の変更を反映するようにアプ
リケーションスクリプトを更
新する必要があります。

データサイエンティスト

ダッシュボードのビジュアライ
ゼーションを更新します。

通常、新しい ML モデルを組み込
むには、新しい結果を反映する
ようにビジュアライゼーション
を更新する必要があります。こ
れらの変更は次のファイルに行
われます。

• templates/
dashboard.html— 事前構
築済みのアプリケーションで
は、2 つの基本的なビジュア

ウェブデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
ライゼーションしか使用でき
ません。このファイルでは、
ページのレイアウト全体を調
整できます。

• static/js/core.js— こ
のスクリプトは、Flask/data
サーバーのルートのフォー
マット済み出力をキャプチャ
し、Plotly を使用してビジュ
アライゼーションを作成しま
す。ページのグラフを追加ま
たは更新できます。

(オプション) 更新したアプリケーションをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの要件ファイ
ルを更新してください。

Elastic Beanstalk に変更を送信
する前に、アプリケーション
のルートディレクトリで次の
コマンドを実行して、新しい 
Pythonrequirements.txt モ
ジュールを反映するようにファ
イルを更新してください。

pip freeze > 
requirements.txt

Python 開発者

Elastic Beanstalk 環境を再デプロ
イします。

アプリケーションの変更が 
Elastic Beanstalk デプロイに反映
されるようにするには、アプリ
ケーションのルートディレクト
リに移動して次のコマンドを実
行します。

eb deploy

これにより、アプリケーション
のコードの最新バージョンが既
存の Elastic Beanstalk デプロイ
に送信されます。

システム管理者、アーキテクト

関連リソース
• Amazon API ゲートウェイと AWS Lambda SageMaker を使用してアマゾンモデルエンドポイントを呼

び出す
• Elastic Beanstalk への Flask アプリケーションのデプロイ
• EB CLI コマンドリファレンス
• Python 開発環境をセットアップする
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追加情報
トラブルシューティングリスト

一般的なエラーとその解決策を以下に示します。

エラー 1

Unable to assume role "arn:aws:iam::xxxxxxxxxx:role/aws-elasticbeanstalk-ec2-role". Verify 
 that the role exists and is configured correctly.

解決策: 実行時にこのエラーが発生した場合はeb create、Elastic Beanstalk コンソールでサンプルア
プリケーションを作成してデフォルトのインスタンスプロファイルを作成してください。詳細について
は、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントの「Elastic Beanstalk 環境の作成」を参照してください。

エラー 2

Your WSGIPath refers to a file that does not exist.

解決策:Elastic Beanstalk は Flask コードに名前を付けることを想定しているため、このエラーはデプロ
イログで発生しますapplication.py。別の名前を選択した場合は、次のコードサンプルに示すように 
WSGIPatheb config を実行して編集します。

aws:elasticbeanstalk:container:python: 
     NumProcesses: '1' 
     NumThreads: '15' 
     StaticFiles: /static/=static/ 
     WSGIPath: application.py

application.py必ずファイル名に置き換えてください。

GunicornとProcfileを利用することもできます。このアプローチの詳細については、AWS Elastic Beanstalk 
ドキュメントの「プロファイルファイルによる WSGI サーバーの設定」を参照してください。

エラー 3

Target WSGI script '/opt/python/current/app/application.py' does not contain WSGI 
 application 'application'.

ソリューション:Elastic Beanstalk は、Flaskapplication アプリケーションを表す変数に名前を付けるこ
とを想定しています。application.pyapplicationファイルが変数名として使用されていることを確
認してください。

application = Flask(__name__)

エラー 4

The EB CLI cannot find your SSH key file for keyname

解決策: EB CLI を使用して、使用するkey pair を指定するか、デプロイの EC2 インスタンス用のkey pair 
を作成します。エラーを解決するには、を実行するとeb init -i、いずれかのオプションから次のメッ
セージが表示されます。

Do you want to set up SSH for your instances?
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応答としてY、key pair を作成するか、既存のkey pair を指定します。

エラー 5

コードを更新して再デプロイしましたが、デプロイに変更が反映されていません。

解決策: デプロイに Git リポジトリを使用している場合は、再デプロイする前に必ず変更を追加してコミッ
トしてください。

エラー 6

AWS Cloud9 IDE から Flask アプリケーションをプレビューしているときにエラーが発生しました。

解決策:詳細については、AWS Cloud9 ドキュメントの「AWS Cloud9 IDE で実行中のアプリケーションの
プレビュー」を参照してください。

Amazon Comprehend を使用した自然言語処理

Amazon Comprehend の使用を選択すると、リアルタイム分析または非同期バッチジョブを実行して、
個々のテキストドキュメント内のカスタムエンティティを検出できます。Amazon Comprehend では、エ
ンドポイントを作成することでリアルタイムで使用できるカスタムエンティティ認識モデルとテキスト分
類モデルをトレーニングすることもできます。

このパターンでは、非同期バッチジョブを使用して、複数のドキュメントを含む入力ファイルからセンチ
メントとエンティティを検出します。このパターンで提供されるサンプルアプリケーションは、ユーザー
が 1 行に 1 つのテキストドキュメントを含む 1 つの列を含む.csv ファイルをアップロードするように設
計されています。Flask と AWS Elastic Beanstalk リポジトリを使用して AI/ML GitHub モデルの結果を視
覚化するファイルが、入力ファイルを読み取り、その入力を Amazon Comprehend に送信して処理しま
す。comprehend_helper.py

BatchDetectEntities

Amazon Comprehend は、ドキュメントのバッチのテキストに名前付きエンティティがないかを調べ、検
出されたエンティティ、場所、エンティティの種類、および Amazon Comprehend の信頼度を示すスコ
アを返します。1 回の API 呼び出しで最大 25 個のドキュメントを送信でき、各ドキュメントのサイズは 
5,000 バイト未満です。結果をフィルタリングして、ユースケースに基づいて特定のエンティティのみを
表示できます。たとえば、‘quantity’エンティティタイプをスキップして、検出されたエンティティの
しきい値スコア (たとえば、0.75) を設定できます。しきい値を選択する前に、特定のユースケースの結果
を確認することをお勧めします。これに関する詳細についてはBatchDetectEntities、Amazon Comprehend 
ドキュメントのを参照してください。

BatchDetectSentiment

Amazon Comprehend は受信ドキュメントのバッチを検査し、各ドキュメントの一般的なセンチメン
ト (POSITIVE、NEUTRALMIXED、またはNEGATIVE) を返します。1 回の API 呼び出しで最大 25 個の
ドキュメントを送信でき、各ドキュメントのサイズは 5,000 バイト未満です。センチメントの分析は
簡単で、最終結果に表示されるスコアの高いセンチメントを選択します。これに関する詳細について
はBatchDetectSentiment、Amazon Comprehend ドキュメントのを参照してください。

 

フラスコ構成処理

Flaskサーバーは、一連の構成変数を使用してサーバーの実行方法を制御します。これらの変数には、デ
バッグ出力、セッショントークン、またはその他のアプリケーション設定を含めることができます。アプ
リケーションの実行中にアクセスできるカスタム変数を定義することもできます。構成変数を設定するに
は複数の方法があります。
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このパターンでは、config.py構成はで定義され、内部で継承されますapplication.py。

• config.pyには、アプリケーションの起動時に設定される設定変数が含まれます。このアプリケーショ
ンでは、DEBUGサーバーをデバッグモードで実行するようにアプリケーションに指示する変数が定義さ
れています。[Note:] (メモ:) 本番環境でアプリケーションを実行しているときは、デバッグモードを使
用しないでください。 UPLOAD_FOLDERは、アプリケーションの後で参照して、アップロードしたユー
ザーデータを保存する場所を通知するように定義されているカスタム変数です。

• application.pyFlask アプリケーションを起動し、config.pyで定義されている構成設定を継承しま
す。これは次のコードによって実行されます。

application = Flask(__name__)
application.config.from_pyfile('config.py')

より多くのパターン
• SageMaker ノートブックインスタンスに別の AWS CodeCommit アカウントのリポジトリへの一時的な

アクセスを許可する (p. 826)
• AWS SageMaker 開発者ツールを使用して ML ビルド、トレーニング、デプロイのワークロードを 

Amazon に移行 (p. 1648)
• Amazon Redshift 機械学習を使用して高度な分析を実行する (p. 102)
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Kinesis Data Firehose リソースが

暗号化されていない場合のアラート

管理とガバナンス
トピック

• Amazon Kinesis Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合に識別して警告
する (p. 1150)

• AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化す
る (p. 1153)

• aws-nuke を使用して AWS リソースの削除を自動化する (p. 1156)
• AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して Amazon RDS DB インスタンスを自動的

に停止および起動する (p. 1169)
• AWS Service Catalog 製品をさまざまな AWS アカウントと AWS リージョンにコピーする (p. 1177)
• Amazon CloudWatch 異常検知を使用してカスタムメトリックスのアラームを作成する (p. 1182)
• マルチリージョン、マルチアカウントの組織で AWS CloudFormation ドリフト検知を設定 (p. 1186)
• AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、および DevOps OU にわたる Amazon 

Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。 (p. 1189)
• 複数の AWS アカウントと AWS リージョンで AWS Service Catalog 製品を管理 (p. 1204)
• AWS メンバーアカウントを AWS Organizations から AWS Control Tower に移行 (p. 1209)
• AWS Organizations でプログラムによるアカウント閉鎖のアラートを設定する (p. 1216)
• その他のパターン (p. 1222)

Amazon Kinesis Data Firehose リソースが AWS 
KMS キーで暗号化されていない場合に識別して警
告する

作成者:ラム・カンダスワミー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 管理とガバナン
ス、分析、ビッグデータ、クラ
ウドネイティブ、インフラスト
ラクチャ、セキュリティ、アイ
デンティティ、コンプライアン
ス

AWS サービス: AWS、 
CloudTrail CloudWatchア
マゾン、AWS Identity and 
Access Management、Amazon 
Kinesis、AWS 
Lambda、Amazon SNS

概要
コンプライアンスのために、組織によっては Amazon Kinesis Data Firehose などのデータ配信リソースの
暗号化を有効にする必要があります。このパターンは、リソースのコンプライアンス違反を監視、検出、
通知する方法を示しています。

暗号化要件を維持するために、このパターンをAmazon Web Services (AWS) で使用すると、AWS Key 
Management Service (AWS KMS) キーで暗号化されていない Kinesis Data Firehose 配信リソースを自動

1150



AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

的に監視および検出できます。ソリューションはアラート通知を送信し、自動修復を実行するように拡
張できます。このソリューションは、個々のアカウントに適用することも、AWS Landing Zone や AWS 
Control Tower を使用する環境などの複数アカウントの環境にも適用できます。

前提条件と制限
前提条件

• Firehose 配信ストリーム
• このインフラストラクチャ自動化に使用される AWS CloudFormation に関する十分な権限と知識

機能制限

このソリューションでは検出に AWS CloudTrail イベントが使用され、暗号化されていないリソースが作
成されてから通知が送信されるまでに遅延があるため、このソリューションはリアルタイムではありませ
ん。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

このソリューションでは、サーバーレステクノロジーと以下のサービスを使用します。

• AWS CloudTrail
• アマゾン CloudWatch
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Amazon Kinesis Data Firehose
• AWS Lambda
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲットアーキテクチャ

1. ユーザーが Kinesis Data Firehose を作成または変更します。
2. CloudTrail イベントが検出され、照合されます。
3. Lambda が呼び出されます。
4. 非準拠のリソースが特定されました。
5. E メール通知が送信されます。

自動化とスケーリング

AWS を使用すると CloudFormation StackSets、1 つのコマンドでこのソリューションを複数の AWS リー
ジョンまたはアカウントに適用できます。

Tools
• AWS CloudTrail — AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運

用とリスクの監査を行えるように支援する AWS のサービスです。ユーザー、ロール、または AWS の
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エピック

サービスによって実行されたアクションは、 CloudTrail にイベントとして記録されます。イベントに
は、AWS マネジメントコンソール、AWS コマンドラインインターフェイス、AWS SDK や API オペ
レーションで実行されるアクションが含まれます。

• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS near-real-time リソースの変更を
示すシステムイベントをストリームとして提供します。

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドライ
ンシェルのコマンドを使って AWS サービスと対話することができます。 

• IAM — AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスをセキュアに制御
するためのウェブサービスです。IAM により、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を承認す
る (アクセス許可を持たせる) かを制御します。 

• Amazon Kinesis Data Firehose — Amazon Kinesis Data Firehose は、リアルタイムストリーミングデー
タを配信するためのフルマネージドサービスです。Kinesis Data Firehose を使用すると、アプリケー
ションを記述したり、リソースを管理したりする必要はありません。Kinesis Data Firehose にデータを
送信するデータプロデューサーを作成すると、それにより、指定した送信先にデータが自動配信されま
す。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行し、
有効にするコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数
個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費した
コンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しませ
ん。 

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、配信者から受信者 (または生産
者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。

エピック
コンプライアンスのために暗号化を強制

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation StackSets 
をデプロイします。

AWS CLI で、次のコマンドを
実行して、 firehose-encryption-
checker .yaml テンプレート (添
付) を使用してスタックセットを
作成します。 パラメータに有効
な Amazon SNS topic Amazon リ
ソースネーム (ARN) を指定しま
す。デプロイでは、 CloudWatch 
テンプレートに記載されている
必要な権限を持つイベントルー
ル、Lambda 関数、IAM ロールが
正常に作成されるはずです。

aws cloudformation 
create-stack-set    --
stack-set-name my-
stack-set   --template-
body file://firehose-
encryption-checker.yaml 

クラウドアーキテクト、システ
ム管理者

がスタックインスタンスを作成
する。

スタックは、選択した AWS リー
ジョンと 1 つ以上のアカウント
で作成する必要があります。 が
スタックインスタンスを作成
するには、次のコマンドを実行

クラウドアーキテクト、システ
ム管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
し、スタック名の値、アカウン
ト番号、リージョンの部分を、
独自に設定した内容に置き換え
ます。

aws cloudformation 
create-stack-instances  
    --stack-set-name 
my-stack-set    --
accounts 123456789012 
223456789012   --regions 
us-east-1 us-east-2 us-
west-1 us-west-2     --
operation-preferences 
FailureToleranceCount=1 

関連リソース
• AWS との連携 CloudFormation StackSets
• Amazon CloudWatch イベントとは何ですか?

追加情報
AWS Config は Firehose デリバリーストリームリソースタイプをサポートしていないため、AWS Config 
ルールをソリューションで使用することはできません。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Systems Manager を使用して Windows レジ
ストリエントリの追加または更新を自動化する

作成者:アパサヘブ・バガリ (AWS)

作成者:AWS 環境:PoC またはパイロット テクノロジー: DevOpsクラウ
ドネイティブ、インフラストラ
クチャ、モダナイゼーション、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス、管理
とガバナンス

ワークロード:マイクロソフト AWS サービス:AWS Systems 
Manager
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概要

概要
AWS Systems Manager は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのリモート管
理ツールです。Systems Manager は、Amazon Web Services インフラストラクチャを可視化し、制御
します。この多目的ツールを使用すると、セキュリティ脆弱性スキャンレポートで脆弱性と特定された 
Windows レジストリの変更を修正できます。 

このパターンでは、環境の安全のために推奨されるレジストリ変更を自動化することで、Windows オペ
レーティングシステムを実行している EC2 インスタンスの安全性を維持する手順について説明します。こ
のパターンでは、Run コマンドを使用してコマンドドキュメントを実行します。コードが添付され、その
一部がコードセクションに含まれています。

前提条件と制限
• アクティブな AWS アカウント
• EC2 インスタンスとSystems Manager にアクセスする権限

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• 2 つのサブネットと NAT (NAT) ゲートウェイを備えた仮想プライベートクラウド (VPC)
• レジストリ名と値を追加または更新するための Systems Manager コマンド文書
• Systems Manager コマンドを実行して、指定した EC2 インスタンスでコマンドドキュメントを実行し

ます

ターゲットアーキテクチャ

Tools
Tools

• IAM ポリシーとロール — AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセス
をセキュアに制御するためのウェブサービスです。IAM により、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソー
スの使用を承認する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。

• Amazon Simple Storage Service — Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット
用のストレージです。また、ウェブスケールのコンピューティングを開発者が簡単に利用できるよう設
計されています。このパターンでは、S3 バケットを使用して Systems Manager のログを保存します。

• AWS Systems Manager は、AWS のインフラストラクチャを表示およびコントロールするために使用で
きる AWS のサービスです。Systems Manager は、マネージドインスタンスをスキャンし、検出された
ポリシー違反を報告（または是正措置を講じる）して、セキュリティとコンプライアンスを維持するこ
とができます。

• AWS Systems Manager コマンドドキュメント — AWS Systems Manager コマンドドキュメントは Run 
Command で使用されます。ほとんどのコマンドドキュメントは、Systems Manager でサポートされて
いるすべての Linux および Windows Server オペレーティングシステムでサポートされています。

• AWS Systems Manager Run Command では、マネージドインスタンスの設定を安全にリモートで管理
することができます。Run Command では、一般的な管理タスクを自動化し、一度限りの設定変更を大
規模に実行することができます。
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叙事詩

Code

次のサンプルコードを使用して、Microsoft Windows レジストリ名をにVersion、レジストリパスを
にHKCU:\Software\ScriptingGuys\Scripts、値をに追加または更新できます2。

#Windows registry path which needs to add/update
$registryPath ='HKCU:\\Software\\ScriptingGuys\\Scripts'
#Windows registry Name  which needs to add/update
$Name = 'Version'
#Windows registry value  which needs to add/update
$value = 2
# Test-Path cmdlet to see if the registry key exists.  
IF(!(Test-Path $registryPath)) 
        { 
           New-Item -Path $registryPath -Force | Out-Null 
           New-ItemProperty -Path $registryPath -Name $name -Value     $value ` -
PropertyType DWORD -                 Force | Out-        Null  
        } ELSE { 
                      New-ItemProperty -Path $registryPath -Name $name -Value $value ` -
PropertyType            DWORD        -Force | Out-Null 
            }
echo 'Registry Path:'$registryPath 
 echo 'Registry Name:'$registryPath 
 echo 'Registry Value:'(Get-ItemProperty -Path $registryPath -Name $Name).version

Systems Manager JavaScript コマンドドキュメントのオブジェクト表記 (JSON) コード例の全文が添付さ
れています。 

叙事詩
VPC をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

VPC を作成します。 AWS Management Conmand 
で、パブリックおよびプライ
ベートサブネットの VPC と NAT 
ゲートウェイを使用して VPC 
を作成します。詳細について
は、AWS ドキュメントを参照し
てください。

クラウド管理者

セキュリティグループを作成し
ます。

各セキュリティグループが、送
信元 IP アドレスからのリモート
デスクトッププロトコル (RDP) 
へのアクセスを許可しているこ
とを確認します。

クラウド管理者

IAM ポリシーと IAM ロールを作成するには

タスク 説明 必要なスキル

IAM ポリシーを作成します。 Amazon S3、Amazon EC2、お
よびSystems Manager へのアク
セスを提供する IAM ポリシーを
作成します。

クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成します。 IAM ロールを作成して、Amazon 
S3、Amazon EC2、Systems 
Manager へのアクセスを提供す
る IAM ポリシーをアタッチしま
す。

クラウド管理者

オートメーションを実行する

タスク 説明 必要なスキル

Systems Manager のコマンドド
キュメントを作成します。

Microsoft Windows レジストリの
変更を適用して追加または更新
する Systems Manager コマンド
ドキュメントを作成します。

クラウド管理者

Systems Manager Run 
Command

Systems Manager 実行コマン
ドを実行し、コマンドドキュメ
ントと Systems Manager ター
ゲットインスタンスを選択しま
す。これにより、選択したコマ
ンドドキュメントの Microsoft 
Windows レジストリの変更が
ターゲットインスタンスにプッ
シュされます。

クラウド管理者

関連リソース
• AWS Systems Manager
• AWS Systems Manager 文書
• AWS Systems Manager Run Command

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

aws-nuke を使用して AWS リソースの削除を自動
化する

作成者:セレニバス・ガネサン (AWS)

code repository

• aws-nuke-account-cleanser-例

環境:プロダクション テクノロジー:管理とガバナ
ンス、クラウドネイティブ、 
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概要

DevOpsコスト管理、サーバーレ
ス、ソフトウェア開発とテスト

ワークロード:オープンソース AWS サービス:AWS、AWS 
CloudFormation、Amazon 
SNS、AWS Step Functions、 
CodeBuildアマゾン EventBridge

概要

警告:aws-nuke は、対象のAmazon Web Services (AWS) アカウントと AWS リージョンのほぼすべての
リソースを削除するオープンソースツールです。ツールを使用してリソースを削除する前に、ツールが
ターゲット環境に与える影響を十分に理解していることを確認してください。このソリューションは本
番環境での使用を目的としていません。このソリューションはサンドボックスまたは開発環境でのみ実
装することをお勧めします。ドライランを実行して、ソリューションによってまだ必要なリソースが削
除されていないことを確認します。詳細については、aws-nuke README (GitHub) の「注意」セクショ
ンを参照してください。

未使用のリソースをサンドボックスや開発用 AWS アカウントに蓄積することはよくあることです。開発
者は、通常の開発サイクルの一環としてさまざまなサービスやリソースを作成して実験し、不要になった
ときにそれらのリソースを削除することはありません。未使用のリソースは、組織にとって不必要な、場
合によっては高額なコストにつながる可能性があります。これらのリソースを削除すると、これらの環境
の運用コストを削減できます。

このパターンでは、aws-nuke、AWS Step Functions、Amazon EventBridge、および AWS を使用して、 
CodeBuild開発アカウントまたはサンドボックスアカウントから古くなったリソースを定期的に削除する
自動ソリューションが提供されます。対象リージョンでは、アカウントは基本的に「Day 1」の状態に復
元されます。この状態には、デフォルトのリソースと AWS が管理するリソースのみが含まれます。ま
ず、このソリューションをドライラン (デフォルト) モードで実行し、特定されたリソースをすべて削除
することを確認します。次に、ドライランモードをオフにし、このソリューションを実行してそれらのリ
ソースを削除します。

EventBridge ルールを使用して、この自動化ソリューションを定期的に実行するように構成します。 
EventBridge このルールは Steps Functions ワークフローを開始します。複数のリージョンにまたがるス
ケーラビリティのため、 CodeBuild ワークフローではリージョンごとに個別のプロジェクトを呼び出しま
す。 CodeBuild プロジェクトはparallel 実行され、aws-nuke を使用してそのリージョンのリソースを削
除します。このソリューションは、コスト削減、スケーラビリティの提供、リソース管理に必要な時間の
短縮、監視効率の向上を目的としています。このソリューションをデプロイしやすくするために、このパ
ターンのコードリポジトリに含まれている AWS CloudFormation テンプレートを使用して、必要なすべて
のリソースをスタックとして作成および設定します。

このソリューションには次の機能があります。

• では EventBridge、この自動化ソリューションを実行する独自のスケジュールをカスタマイズできま
す。通常、このソリューションは、その日のほとんどのアクティビティが完了するオフピーク時に実行
するのが最適です。

• Step Functions ワークフローによるオーケストレーションにより、アカウント内のすべてのリージョン
でスケーラビリティが向上し、リソースを削除するまでの全体的な時間が短縮されます。

• Step Functions ワークフローは、各リージョンで成功するまで待ちます。 CodeBuild プロジェクトにエ
ラーがあったり、設定した期間内に完了しなかったりすると、ワークフローはそのプロジェクトを再試
行します。これにより、リソースを手動で操作することなく、スケジュールどおりに確実に削除できま
す。

• CodeBuild 各リージョンで個別のプロジェクトを設定することで、aws-nuke を各リージョンでparallel
または同期的に実行できます。
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• aws-nuke 設定ファイル内の属性regions (属性など) は、 CodeBuild プロジェクト内のカスタム Python 
フィルタリングクラスを使用して動的に更新されます。これにより、指定したオーバーライドパラメー
タに基づいてリソースフィルターとリージョンの制約を柔軟に処理できます。

• このパターンのアクセスと承認のアプローチでは、自動的に更新され、aws-nuke CodeBuild バイナリが
プロジェクト内から役割を引き継ぎ、実行を完了するまでに最大 8 時間かかります。8 時間後に、セッ
ションがタイムアウトします。これは、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールチェーンの
標準セッション制限である 1 時間よりも長くなります。リージョンに削除するリソースが多数ある場合
は、この時間を増やすことで、プロセスが完了する前にタイムアウトが発生するのを防ぐことができま
す。

• ワークフローが完了すると、アクティブなメールアドレスが登録された Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピックに詳細なレポートを送信します。AWS リージョンごとに個別のレポー
トを受け取ります。このレポートには、 CodeBuild 削除されたリソースとプロジェクトの完了ステータ
スのリストが含まれます。このレポートにより、aws-nuke によって生成された複雑なログをトラバー
スして解析する必要がなくなります。また、Step Functions ステートマシンワークフローの最後に、各
リージョンの完了ステータスが記載された要約メールレポートが届きます。

前提条件と制限
前提条件

• すべてのリソースを削除したいアクティブなサンドボックスまたは開発用 AWS アカウント。

重要:本番アカウントにはこのソリューションをデプロイしないでください。このソリューションを使
用してリソースを削除する前に、ドライランオプションを有効にして結果を確認することをお勧めし
ます。

• AWS アカウントで次の操作を行うための権限:
• CloudFormation CloudFormation テンプレートで定義されているスタックとリソースを作成します。
• IAM ロールを作成および更新します。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み。手順については、AWS CLI
ドキュメントの「AWS CLI の最新バージョンのインストール」を参照してください。

• Pythonでの経験。
• ターゲットアカウントでは、AWS アカウントエイリアスが IAM コンソールをセットアップします。詳

細については、aws-nuke GitHub リポジトリの「注意」を参照してください。手順については、IAM ド
キュメントの「アカウントエイリアスの作成」を参照してください。

• ソリューション実行時にレポートを受け取る、アクティブな電子メールアドレス。この E メールアドレ
スを、 CloudFormation このパターンで提供されるテンプレートを使用してデプロイする Amazon SNS 
トピックに登録します。

機能制限

• このパターンは、依存関係違反エラーが発生するシナリオには適用されません。aws-nuke は、削除され
るか、エラーのあるリソースだけが残るまで、すべてのリソースの削除を再試行します。詳細について
は、「aws-nuke  GitHub リポジトリの使用方法」を参照してください。

• このソリューションは、サンドボックス環境と開発環境向けに設計されています。本番環境ではこのソ
リューションを使用しないでください。

• このソリューションは単一のアカウントにデプロイされ、そのアカウントのリソースのみを削除しま
す。このソリューションを拡張して複数のアカウントのリソースを削除する方法については、このパ
ターンの「アーキテクチャ (p. 1159)」セクションの「自動化とスケーリング」を参照してください。

• このソリューションでは、コードリポジトリにリンクされた自動デプロイパイプラインは提供されませ
ん。このソリューションをカスタマイズして、ソースコードを AWS CodeCommit でホストし、AWS で
デプロイパイプラインを作成できます CodePipeline。
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製品バージョン

• AWS Nuke バージョン 2.21.2 以降。aws-nuke のバージョンを更新するときは、リリースノートを確認
して、新しいバージョンの aws-nuke でも、アカウントから削除したくない新しい種類のリソースが削
除されないことを確認してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• EventBridge 規則
• Step Functions
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピック
• CodeBuild プロジェクト
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
• ターゲットアカウントの IAM ロール

ターゲットアーキテクチャ

図表に示す内容は以下のプロセスです。

1. EventBridge ルールは、設定されたスケジュールで Step Functions ワークフローを呼び出します。
2. Step Functions ステートマシンがパラメータを取り込み、マップステートから Step Functions 

CodeBuild がプロジェクトを呼び出します。
3. CodeBuild プロジェクトは、渡されたパラメーターを使用して、S3 バケットから

nuke_generic_config.yaml ファイルを取得します。 CodeBuild 次に、nuke_config_update.py スクリプ
トを使用して、設定ファイルのプレースホルダー属性をターゲットリージョンの値に置き換えます。

4. CodeBuild プロジェクトはnuke-auto-account-cleanser IAM の役割を引き受け、各ターゲット
リージョンで aws-nuke を起動します。

5. aws-nuke がドライランモード (デフォルト) の場合、ターゲットリージョンで削除するリソースをス
キャンして識別します。

aws-nuke がドライランモードになっていない場合、ターゲットリージョンのリソースをスキャンして
削除します。

6. Step Functions ステートマシンは、 CodeBuild 成功または失敗のステータスを受け取るまでジョブを
ループしてポーリングします。ジョブが失敗すると、Step Functions は設定された回数再試行します。

7. CodeBuild プロジェクトがすべてのリージョンで完了すると、Step Functions ワークフローは Amazon 
SNS を使用して、各リージョンのビルドステータスに関する情報を含む詳細な概要レポートを電子メー
ルで送信します。また、リージョンごとに個別のメールが届きます。このメールには、そのリージョン
で特定または削除されたリソースの一覧が記載されています。

自動化とスケール

現在、このパターンでは、1 つのアカウントで複数の AWS リージョンにわたって、自動的かつスケーラ
ブルな方法で aws-nuke バイナリが実行されます。Step Functions でマップステートを使用することによ
り、aws-nuke は各リージョンでparallel 実行されます。このコンカレントソリューションでは、潜在的に
大量のリソースを処理したり、障害やワークフローを再試行したりするのに十分な時間を確保できます。

このソリューションを変更して複数のアカウントのリソースを削除するには、 hub-and-spoke トポロジを
使用します。 CloudFormation テンプレートを定義して使用し、ターゲットスポークアカウントにクロス
アカウント IAM ロールを設定します。また、nuke-cfn-stack.yaml CloudFormation テンプレートを変更し
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て Step Functions 定義を更新して、マップステートで反復処理するアカウントのリストを受け入れるよう
にするのもよいでしょう。Step Functions ワークフローを中央のハブアカウントにデプロイします。aws-
nuke CodeBuild はハブアカウントのプロジェクトから実行され、リソースを削除するためにターゲットス
ポークアカウントのクロスアカウント IAM ロールを引き継ぎます。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

• AWS CodeBuild は、ソースコードのコンパイル、単体テストの実行、すぐにデプロイできるアーティ
ファクトの生成を支援する完全マネージド型の構築サービスです。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのリアルタイムデータに接続でき
るようにするサーバーレスのイベントバスサービスです。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ
ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、および取得するの
に役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• AWS Step Functions は、AWS Lambda 関数と他の AWS サービスを組み合わせてビジネスクリティカ
ルなアプリケーションを構築するためののサービスを組み合わせることができるサーバーレスのオーケ
ストレーションサービスです。

その他のツール

• aws-nuke は、対象の AWS アカウントとリージョンのリソースを削除するのに役立つオープンソース
ツールです。デフォルトではない、または AWS によって管理されていないリソースはすべて削除され
ます。

• Pythonは汎用のコンピュータープログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、aws-nuke リポジトリを使用する GitHub AWS アカウントクレンザーフレーム
ワークで入手できます。この情報には以下が含まれます。

• nuke_generic_config.yaml — CloudFormation このテンプレートは、aws-nuke バイナリがターゲット
リージョン全体のリソースをスキャンして削除するために必要な設定ファイルです。このファイルに
は、 CodeBuild プロジェクト内のカスタム Python フィルタリングクラスを使用して実行時に動的に更
新されるプレースホルダーがいくつか含まれています。

• nuke-cfn-stack.yaml — CloudFormation このテンプレートは、このソリューションの運用に必要なす
べてのサンプルリソースを定義します。 CloudFormation これをスタックとしてデプロイすると、ター
ゲットアカウントに次のリソースが作成されます。
• EventBridge ルール
• Step Functions ステートマシン
• CodeBuild ターゲットリージョンのサンプルプロジェクト
• ターゲットリージョンで名前とバケットポリシーがランダムに生成された S3 バケット
• E メール通知の受信登録がアクティブな E メールアドレスを持つ Amazon SNS トピック
• ソリューションをサポートする IAM ロールとポリシー

• nuke_config_update.py — Python Config パーサーとも呼ばれるこの Python スクリプトは、Step 
Functions ワークフローで定義した入力パラメータに基づいて、実行時に各リージョンの
nuke_generic_config.yaml ファイルを解析して動的に更新します。このスクリプトには、ユニバーサル
タグに基づくカスタムフィルタリングロジックが含まれています。これにより、グローバルや IAM の除
外リストをフィルタリングして処理するための保護がさらに強化されます。また、このスクリプトは重
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

要なタグやその他のメタデータに基づいてスタック名を検証し、それらのリソースが削除されないよう
にします。このファイルは、各リージョンの要件に応じてカスタマイズできます。

叙事詩
ソリューションを設定する

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリをクローンします。 次のコマンドを実行して、aws-
nuke repo を使用して GitHub 
AWS アカウントクレンザーフ
レームワークのクローンを作成
します。

git clone https://
github.com/aws-samples/
aws-nuke-account-cleanser-
example.git

DevOps エンジニア

ターゲットアカウントにスタッ
クを作成します。

1. このソリューションをデプロ
イするターゲットアカウント
とリージョンを特定します。

2. テキストエディター
で、nuke-cfn-stack.yaml
CloudFormation テ
ンプレートを開きま
す。EventBridgeNukeScheduleセ
クションでは、AWS Step 
Functions ワークフローを実
行するスケジュールをカスタ
マイズします。詳細について
は、 EventBridge ドキュメン
トの「Cron 式」を参照してく
ださい。テンプレートを保存
して保存して閉じます。

3. nuke-cfn-stack.yaml 
CloudFormation 
CloudFormation テンプレート
を使用してスタックを作成し
ます。次の コマンドを入力し
ます。

aws cloudformation create-
stack \ 
  --stack-name 
 NukeCleanser \ 
  --template-body file://
nuke-cfn-stack.yaml \ 
  --region <Region> \ 
  --capabilities 
 CAPABILITY_NAMED_IAM \

AWS DevOps、クラウド管理
者、AWS 管理者

設定ファイルを変更します。 複製したリポジトリの aws-
nuke-account-cleanser-

DevOps エンジニア、クラウド管
理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
example フォルダーにある
nuke_generic_config.yaml ファ
イルを編集して、ユースケー
スに合わせてカスタマイズしま
す。aws-nuke 設定ファイルをカ
スタマイズする方法の詳細につ
いては、「aws-nuke  GitHub リ
ポジトリの使用方法」を参照し
てください。

重
要:TARGET_REGIONACCOUNTお
よびプレースホルダーの値は変
更しないでください。これらは
ランタイムに動的に更新されま
す。
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タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを準備します。 1. 変更した
nuke_generic_config.yaml
ファイルと
nuke_config_update.py ファイ
ルを、 CloudFormation スタッ
クをデプロイしたときに作成
された S3 バケットにアップ
ロードします。次のコマンド
を入力し、<Region>プレー
スホルダーをターゲットリー
ジョンに置き換えます。

aws s3 cp \ 
    config/
nuke_generic_config.yaml 
 --region <Region> \ 
    s3://nuke-account-
cleanser-config-
{AWS::AccountId}-
{AWS::Region}-{random-id-
generated}
aws s3 cp \ 
    config/
nuke_config_update.py --
region <Region> \ 
    s3://nuke-account-
cleanser-config-
{AWS::AccountId}-
{AWS::Region}-{random-id-
generated}

2. aws-nuke CodeBuild バイナリ
はからダウンロードされるた
め GitHub、このソリューショ
ンを実行している仮想プライ
ベートクラウド (VPC) から十
分なネットワーク接続がある
ことを確認してください。制
限された環境で実行している
場合や帯域幅が不十分な場合
は、aws-nuke バイナリを S3 
バケットにアップロードする
か、内部リポジトリから取得
してください。

クラウド管理者、 DevOps エン
ジニア

ソリューションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

Step Functions ワークフローを手
動で開始します。

このソリューションは、nuke-
cfn-stack.yaml EventBridge  ファ
イルのルールで設定したスケ
ジュールに従って自動的に実
行されるように構成されていま
す。ソリューションを手動で実

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル
行するには、次のコマンドを入
力し、<Region>プレースホル
ダーをソリューションを実行す
るターゲットリージョンに置き
換えます。

{ 
  "InputPayLoad": { 
    "nuke_dry_run": "true", 
    "nuke_version": 
 "2.21.2",     
    "region_list": [ 
      "<Region A>", 
      "<Region B>", 
      “global” 
    ] 
  }
}

このコマンドを入力する
と、Step Functions CodeBuild 
ワークフローは各リージョンで
個別のプロジェクトを開始しま
す。

（オプション）進行状況を監視
します。

Amazon CloudWatch Logs で
ログイベントをクエリして、
進行状況をモニタリングでき
ます。サンプルクエリについ
ては、このパターンの「追加情
報 (p. 1167)」セクションを参照
してください。

AWS DevOps、AWS システム管
理者、 DevOps エンジニア

結果を確認します。 1. aws-nuke がターゲットリー
ジョンのスキャンを完了でき
るようにします。 CodeBuild 
プロジェクトがリージョン
で完了すると、ワークフロー
は、設定した SNS トピックを
通じて、そのリージョンの結
果の詳細レポートを電子メー
ルで送信します。リージョン
ごとに個別のレポートを受け
取ります。すべてのリージョ
ンが完了し、Step Functions 
ワークフローが成功すると、 
CodeBuild ワークフローは各
ジョブの完了ステータスを
まとめた別の電子メールを送
信します。このレポートのサ
ンプルについては、「追加情
報 (p. 1167)」セクションを参
照してください。

2. レポートで結果を確認しま
す。

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア
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リソースを削除します

タスク 説明 必要なスキル

削除したくないリソースはすべ
て除外してください。

1. ソリューションをドライラン
モードで実行したテストの出
力結果を確認します。

2. 残しておきたいリソース
がある場合は、それらのリ
ソースを除外するように
nuke_generic_config.yaml
ファイルを変更します。

注:このファイルは、このソ
リューションによってデプロ
イされるリソースを除外する
ようにすでに構成されていま
す。

3. 以下のコマンドを入力して、
変更した設定ファイルを S3 
バケットにアップロードしま
す。

aws s3 cp \ 
    config/
nuke_generic_config.yaml 
 --region <Region> \ 
    s3://nuke-account-
cleanser-config-
{AWS::AccountId}-
{AWS::Region}-{random-id-
generated}

AWS システム管理者、 DevOps 
エンジニア、AWS 管理者

実行モードを変更します。 特定したリソースを削除する
準備ができていることを確認
し、残しておきたいリソース
をすべて除外したら、ソリュー
ションをプロダクションモー
ドで実行できます。プロダク
ションモードでは、デフォルト
ではない、AWS によって管理
されている、aws-nuke-config
または.yaml ファイルで除外さ
れていないリソースがすべて
削除されます。プロダクショ
ンモードに変更したり、ドラ
イランを無効にしたりするに
は、AWSNukeDryRunFlagパラ
メータをに変更する必要があり
ますfalse。 CloudFormation 
マニュアルの「スタックテンプ
レートの変更」の指示に従って
スタックを変更します。これに
より、 EventBridge ルールから 
Step Functions ステートマシン

AWS 管理者、AWS システム管
理者、 DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
ターゲットに渡される入力ペイ
ロードが変更されます。

Step Functions ワークフローを手
動で開始します。

次のコマンドを入力してソ
リューションを手動で実行
し、<Region>プレースホルダー
をソリューションを実行する
ターゲットリージョンに置き換
えます。

{ 
  "InputPayLoad": { 
    "nuke_dry_run": "false", 
    "nuke_version": 
 "2.21.2",     
    "region_list": [ 
      "<Region A>", 
      "<Region B>" 
    ] 
  }
}

AWS DevOps、 DevOps エンジ
ニア

（オプション）進行状況を監視
します。

Amazon CloudWatch Logs で
ログイベントをクエリして、
進行状況をモニタリングでき
ます。サンプルクエリについ
ては、このパターンの「追加情
報 (p. 1167)」セクションを参照
してください。

AWS 管理者、AWS システム管
理者、 DevOps エンジニア

結果を確認します。 ワークフローが完了するのを待
機します。レポートを受け取っ
たら、結果を確認し、リソース
が正常に削除されたことを確認
します。これで、 EventBridge 
ルールで設定したスケジュール
に従ってソリューションが自動
的に実行されます。

DevOps エンジニア、AWS 
DevOps

関連リソース
AWS ドキュメンテーション

• CloudFormation テンプレートを使った作業
• CloudFormation スタックの操作
• スケジュールに従って実行する Amazon EventBridge ルールの作成
• Step Functions 仕組み
• Step Functions のマップステート処理モード

GitHub リポジトリ

• aws-nuke
• aws-nuke-account-cleanser
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追加情報

追加情報
モニタリングクエリ

Amazon CloudWatch Logs のログイベントをクエリすることで、aws-nuke の進行状況をモニタリングで
きます。

以下は AWS CLI のサンプルクエリです。詳細については、AWS CLI filter-log-eventsコマンドリファレン
スの「」を参照してください。

aws logs filter-log-events \ 
  --log-group-name AccountNuker-nuke-auto-account-cleanser \ 
  --start-time <value> \ 
  --end-time <value> \ 
  --log-stream-names <value> \ 
  --filter-pattern removed \ 
  --no-interleaved \ 
  --output text \ 
  --limit 5

以下は、 CloudWatch ログインサイトのサンプルクエリコマンドです。詳細については、 CloudWatch ド
キュメントの「 CloudWatch Logs Insights」を使用したログデータの分析」を参照してください。

fields @timestamp, @message
| filter userIdentity.sessionContext.sessionIssuer.userName = "nuke-auto-account-cleanser" 
 and ispresent(errorCode)  
| sort @timestamp desc
| limit 500

fields @timestamp, @message
| filter ispresent(errorCode) and userIdentity.sessionContext.sessionIssuer.userName = 
 "nuke-auto-account-cleanser"
and errorCode != "AccessDenied" and eventName like "Delete"
| sort @timestamp desc
| limit 500

fields @timestamp, @message
| filter ispresent(errorCode) and userIdentity.sessionContext.sessionIssuer.userName = 
 "nuke-auto-account-cleanser"
and errorCode == "AccessDenied" and eventName like "Delete"
| sort @timestamp desc
| limit 500

メールレポート

Step Functions ステートマップは、リージョンごとに 1 CodeBuild 回ジョブを再試行します。エラーや再
試行が発生すると、ジョブごとに個別のメールが届きます。電子メールの内容と出力は、 CodeBuild プロ
ジェクトの BuildSpec セクション内で設定されます。AWS CLI コマンドと基本的な Linux スクリプトを使
用して、aws-nuke バイナリが生成するログファイルから関連情報を抽出します。E メールレポートテンプ
レートは、必要に応じてカスタマイズできます。

サンプル出力

以下は、Step Functions ワークフローがプロダクションモードで正常に完了したときに送信される通知と
レポートのサンプルです。

Account Cleansing Process Completed; 
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  ------------------------------------------------------------------ 
  Summary of the process: 
  ------------------------------------------------------------------ 
  DryRunMode                   : false 
  Account ID                   : 000000000000 
  Target Region                : us-west-1 
  Build State                  : JOB SUCCEEDED 
  Build ID                     : AccountNuker-NukeCleanser:a0761233-578e-4f23-8a2d-
c123215a1bef 
  CodeBuild Project Name       : AccountNuker-NukeCleanser 
  Process Start Time           : Tue Mar 28 18:20:13 UTC 2023 
  Process End Time             : Tue Mar 28 18:20:48 UTC 2023 
  Log Stream Path              : AccountNuker-NukeCleanser/a0761233-578e-4f23-8a2d-
c123215a1bef 
  ------------------------------------------------------------------ 
  ################### Nuke Cleanser Logs ####################

Number of Resources that is filtered by config:
2
------------------------------------------
FAILED RESOURCES
-------------------------------
SUCCESSFULLY NUKED RESOURCES
-------------------------------
us-west-1 - S3Bucket - s3://samples3bucket-nuke - [CreationDate: "2023-03-27 21:24:59 +0000 
 UTC", Name: "samples3bucket-nuke"] - removed

us-west-1 - S3Bucket - s3://test-nuke-s3-bucket - [CreationDate: "2023-03-28 14:27:06 +0000 
 UTC", Name: "test-nuke-s3-bucket"] - removed

us-west-1 - SQSQueue - https://sqs.us-west-1.amazonaws.com/000000000000/sample-test-nuke-
queue - removed

us-west-1 - S3Bucket - s3://samples3bucket-nuke - [CreationDate: "2023-03-27 21:24:59 +0000 
 UTC", Name: "samples3bucket-nuke"] - removed

us-west-1 - S3Bucket - s3://test-nuke-s3-bucket - [CreationDate: "2023-03-28 14:27:06 +0000 
 UTC", Name: "test-nuke-s3-bucket"] - removed

us-west-1 - SQSQueue - https://sqs.us-west-1.amazonaws.com/000000000000/sample-test-nuke-
queue - removed

以下は、Step Functions ワークフローがドライランモードで正常に完了したときに送信される通知とレ
ポートのサンプルです。

Account Cleansing Process Completed; 

  ------------------------------------------------------------------ 
  Summary of the process: 
  ------------------------------------------------------------------ 
  DryRunMode                   : true 
  Account ID                   : 000000000000 
  Target Region                : us-west-1 
  Build State                  : JOB SUCCEEDED 
  Build ID                     : AccountNuker-
NukeCleanser:69e0d2de-5f48-46cf-98f3-2df22d11991e 
  CodeBuild Project Name       : AccountNuker-NukeCleanser 
  Process Start Time           : Mon Mar 27 19:42:49 UTC 2023 
  Process End Time             : Mon Mar 27 19:43:30 UTC 2023 
  Log Stream Path              : AccountNuker-
NukeCleanser/69e0d2de-5f48-46cf-98f3-2df22d11991e 
  ------------------------------------------------------------------ 
  ################### Nuke Cleanser Logs ####################
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Amazon RDS DB インスタンス
を自動的に停止および開始する

Number of Resources that is filtered by config:
1
------------------------------------------
RESOURCES THAT WOULD BE REMOVED:
-----------------------------------------
3
us-west-1 - SQSQueue - https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/000000000000/test-nuke-queue - 
 would remove
us-west-1 - SNSTopic - TopicARN: arn:aws:sns:us-east-1: 000000000000:test-nuke-topic - 
 [TopicARN: "arn:aws:sns:us-east-1: 000000000000:test-topic"] - would remove
us-west-1 - S3Bucket - s3://test-nuke-bucket-us-west-1 - [CreationDate: "2023-01-25 
 11:13:14 +0000 UTC", Name: "test-nuke-bucket-us-west-1"] - would remove

 

AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを
使用して Amazon RDS DB インスタンスを自動的
に停止および起動する

作成者:アシタ・シルバ (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 管理とガバナン
ス、コスト管理、データベー
ス、クラウドネイティブ

AWS サービス: AWS Systems 
Manager; Amazon RDS

概要
このパターンは、AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) DB インスタンスを特定のスケジュール (たとえば、営業時間外に DB イ
ンスタンスをシャットダウンしてコストを削減するなど) に自動的に停止および起動する方法を示してい
ます。

AWS Systems Manager Automation にはAWS-StopRdsInstance、Amazon RDS DBAWS-
StartRdsInstance インスタンスを停止および起動するためのおよびランブックが用意されています。
つまり、AWS Lambda 関数を使用してカスタムロジックを記述したり、Amazon CloudWatch Events ルー
ルを作成したりする必要はありません。

AWS Systems Manager には、タスクをスケジュールするための 2 つの機能があります。ステートマネー
ジャーとメンテナンスウィンドウ。ステートマネージャーは、Amazon Web Services (AWS) アカウントの
リソースに必要な状態設定を 1 回または特定のスケジュールで設定および管理します。メンテナンスウィ
ンドウは、特定の時間帯にアカウントのリソースに対してタスクを実行します。このパターンのアプロー
チはステートマネージャーまたはメンテナンスウィンドウでも使用できますが、割り当てられた優先度に
基づいて 1 つ以上のタスクを実行でき、AWS Lambda 関数と AWS Step Functions タスクも実行できるた
め、メンテナンスウィンドウを使用することをお勧めします。ステートマネージャーとメンテナンスウィ
ンドウの詳細については、AWS Systems Manager ドキュメントの「ステートマネージャーウィンドウと
メンテナンスウィンドウの選択」を参照してください。

このパターンでは、cron 式を使用して Amazon RDS DB インスタンスを停止してから起動する 2 つの個別
のメンテナンスウィンドウを設定する詳細な手順を示します。 
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 特定のスケジュールで停止および開始したい既存の Amazon RDS DB インスタンス。
• 必要なスケジュールに対応する cron 表現。たとえば、(0 9 * * 1-5) cron 式は月曜日から金曜日の

午前9時に実行されます。
• Systems Manager に精通しています

機能制限

• Amazon RDS DB インスタンスは、一度に最大 7 日間停止できます。7 日後、DB インスタンスは自動的
に再起動し、必要なメンテナンス更新が確実に受信されるようにします。

• リードレプリカであるか、リードレプリカが含まれているDB インスタンスは停止できません。
• マルチ AZ 設定の Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスは停止できません。
• サービスクォータは、メンテナンスウィンドウと Systems Manager オートメーションに適用されま

す。サービスクォータの詳細については、AWS 全般のリファレンスドキュメントの「AWS Systems 
Manager エンドポイントとクォータ」を参照してください。 

アーキテクチャ
次の図では、Amazon RDS DB インスタンスを自動的に停止および開始するワークフローを示します。

このワークフローには以下のステップがあります。

1. メンテナンスウィンドウを作成し、cron 式を使用して Amazon RDS DB インスタンスの停止スケジュー
ルと開始スケジュールを定義します。

2. AWS-StopRdsInstanceAWS-StartRdsInstanceまたはランブックを使用して、Systems Manager 
自動化タスクをメンテナンスウィンドウに登録します。

3. Amazon RDS DB インスタンスのタグベースのリソースグループを使用して、メンテナンスウィンドウ
にターゲットを登録します。

テクノロジースタック

• AWS CloudFormation
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Amazon RDS
• Systems Manager

自動化とスケーリング

必要な Amazon RDS DB インスタンスにタグを付け、タグ付けされたすべての DB インスタンスを含む
リソースグループを作成し、このリソースグループをメンテナンス期間のターゲットとして登録すること
で、複数の Amazon RDS DB インスタンスを同時に停止および起動できます。

Tools
• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデリングとセットアップを支援

するサービスです。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

• AWS Identity and Access Management (IAM) — IAM は、AWS リソースへのアクセスをセキュアに制御
するためのウェブサービスです。

• Amazon RDS — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショ
ナルデータベースを簡単にセットアップ、および運用し、スケーリングすることのできるウェブサービ
スです。

• AWS Resource Groups — Resource Groups では、AWS リソースをグループに整理したり、リソースに
タグ付けしたり、グループ化されたリソースでタスクを管理、監視、自動化することができます。

• AWS Systems Manager — Systems Manager は、AWS でインフラストラクチャを表示およびコント
ロールするために使用できる AWS のサービスです。

• AWS Systems Manager Automation — Systems Manager Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス
タンスおよびその他の AWS リソースの一般的なメンテナンスとデプロイタスクを簡素化します。

• AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウでは、インスタンスに対して破壊的になり得るアク
ションを実行するスケジュールを定義できます。

エピック
Systems Manager Automation の IAM サービスロールを作成および設定する

タスク 説明 必要なスキル

Systems Manager Automation の 
IAM サービスロールを設定しま
す。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Systems 
Manager Automation のサービス
ロールを作成します。このサー
ビスロールを作成するには、次
の 2 つのメソッドを使用できま
す。

• AWS CloudFormation を使
用して、Systems Manager 
Automation サービスロールを
設定する

• IAM を使用してSystems 
Manager 自動化のロールを設
定します

Systems Manager Automation 
ワークフローは、サービスロー
ルを使用して Amazon RDS DB 
インスタンスで開始アクション
と停止アクションを実行して 
Amazon RDS を呼び出します。

サービスロールは、Amazon 
RDS DB インスタンスを起動お
よび停止する権限を持つ以下の
インラインポリシーで設定する
必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 

AWS 管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
            "Sid": 
 "RdsStartStop", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "rds:StopDBInstance", 
                
 "rds:StartDBInstance" 
            ], 
            
 "Resource": "<RDS_Instance_ARN>" 
                
        }, 
        { 
            "Sid": 
 "RdsDescribe", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "rds:DescribeDBInstances", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

必ず、Amazon RDS DB インス
タンスの Amazon リソースネー
ム (ARN)<RDS_Instance_ARN>
で置き換えます。

重要: サービスロールの ARN を
必ず記録してください。

リソースグループの作成

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS DB インスタンス
にタグを付加します。

Amazon RDS コンソールを開
き、リソースグループに追加
する Amazon RDS DB インス
タンスにタグを付けます。タグ
は、AWS リソースに割り当て
られるメタデータで、キーと値
のペアで構成されます。Action
StartStopをタグキーおよび値と
して使用することをお勧めしま
す。

詳細については、Amazon RDS 
ドキュメントの「タグの追加、
一覧表示、削除」を参照してく
ださい。

AWS 管理者

タグ付けされた Amazon RDS 
DB インスタンスのリソースグ
ループを作成します。

AWS Resource Groups コンソー
ルを開き、Amazon RDS DB イ
ンスタンス用に作成したタグに
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
基づいてリソースグループを作
成します。

[グループ化基準] で、リソー
スタイプとして [AWS:: RDS:: 
DBInstance] を選択し、タグ
のキーと値のペア (たとえば、
「Action-StartStop」) を指定し
ます。これにより、サービスは 
Amazon RDS DB インスタンス
のみをチェックし、このタグを
持つ他のリソースはチェックし
ません。 リソースグループの名
前を必ず記録してください。

詳細と詳細な手順について
は、AWS Resource Groups ド
キュメントの「タグベースのク
エリの作成とグループの作成」
を参照してください。 

Amazon RDS DB インスタンスを停止するようにメンテナンスウィンドウを設定
する

タスク 説明 必要なスキル

メンテナンスウィンドウを作成
します。

1. AWS Systems Manager コン
ソールを開き、[メンテナン
スウィンドウ] を選択してか
ら、[メンテナンスウィンド
ウを作成] を選択します。メ
ンテナンスウィンドウの名前 
(例:"StopRdsInstance") を入力
し、説明を入力して、[未登録
のターゲットを許可] をオフに
します。

2. CRON/Rate 式を選択
し、Amazon RDS DB インス
タンスをいつ停止するかを
定義するスケジュール式を指
定します。[期間] に 1 を入力
し、[開始タスクの停止] に 0
を入力します。デフォルトで
は、タイムゾーンは UTC と表
示されます。cron 式で定義さ
れているタイムスタンプに基
づいて、タイムゾーンを変更
してメンテナンスウィンドウ
を開始できます。

3. [Create maintenance window] 
を選択します。メンテナンス
ウィンドウページに戻り、メ

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
ンテナンスウィンドウの状態
は [有効] です。

重要: DB インスタンスを停止
するタスクは、開始時にほぼ瞬
時に実行され、メンテナンス期
間中は実行されません。このパ
ターンでは、開始タスクの「期
間」と「停止」の最小値が設定
されます。これらはメンテナン
スウィンドウの必須パラメータ
だからです。

詳細と詳細なステップについて
は、AWS Systems Manager の
ドキュメントの「メンテナンス
ウィンドウの作成 (コンソール)」
を参照してください。

メンテナンスウィンドウにター
ゲットを割り当てます。

1. AWS Systems Manager コン
ソールで、[メンテナンスウィ
ンドウ] を選択し、[アクショ
ン] を選択して、[ターゲット
を登録] を選択します。

2. ターゲットエリアで、「リ
ソースグループの選択」 を指
定し、アカウント内の既存の
リソースグループの名前を選
択します。

3. リソースタイプでは、
「AWS:: RDS:: DBInstance」
を選択し、「ターゲットを登
録」を選択します。

詳細と詳細な手順について
は、AWS Systems Manager ド
キュメントの「メンテナンス
ウィンドウ (コンソール) への
ターゲットの割り当て」を参照
してください。

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル

メンテナンスウィンドウにタス
クを割り当てます。

1. AWS Systems Manager コン
ソールで [メンテナンスウィ
ンドウ] を選択し、次にメンテ
ナンスウィンドウを選択しま
す。[アクション] を選択し、
[自動化タスクの登録] を選択
します。

2. [ドキュメント] で [AWS-] を選
択しますStopRdsInstance。

3. 「ターゲット」セクション
で、「登録済みターゲットグ
ループの選択」を選択し、現
在のメンテナンスウィンドウ
に登録したメンテナンスウィ
ンドウターゲットを選択しま
す。

4. レート制御では、 [同時実行
数] と [エラーしきい値] に 
100% を指定します。 タス
クの同時実行性とエラーしき
い値の要件に応じて、レート
制御値を変更できます。詳細
については、AWS Systems 
Manager のドキュメントの
「同時実行とエラーのしきい
値について」を参照してくだ
さい。

5. IAM サービスロールエリアで
は、[Systems Manager のサー
ビスにリンクされたロールを
作成して使用する] を選択する
か、][カスタムサービスロール
を使用する] を選択できます。

6. [Input parameters] セクション
で、Runbook の次のパラメー
タを指定します。
• InstanceId:
{{RESOURCE_ID}}

• AutomationAssumeRole: 
Systems Manager 
Automation 用に作成した
サービスロールの ARN を入
力します。

• [Note:] (メモ:) InstanceIdで
は、疑似パラメータを使
用して ARN から Amazon 
RDS DB リソース ID を抽
出します。疑似パラメータ
の詳細については、AWS 
Systems Manager ドキュメ
ントの「疑似パラメータに
ついて」を参照してくださ
い。

AWS 管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
7. [自動化タスクの登録] を選択

します。

重要:サービスロールオプション
は、メンテナンスウィンドウで
タスクを実行するために必要な
サービスロールを定義します。
ただし、このロールは Systems 
Manager Automation 用に以前に
作成したサービスロールとは異
なります。

詳細と詳細なステップについて
は、AWS Systems Manager の
ドキュメントの「メンテナンス
ウィンドウへのタスクの割り当
て (コンソール)」を参照してくだ
さい。

Amazon RDS DB インスタンスを起動するためのメンテナンスウィンドウを設定
する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS DB インスタンス
を起動するようにメンテナンス
ウィンドウを設定します。

メンテナンスウィンドウの設定
手順を繰り返して Amazon RDS 
DB インスタンスエピックを停
止し、スケジュールされた時間
に Amazon RDS DB インスタン
スを起動する別のメンテナンス
ウィンドウを設定します。

重要: DB インスタンスを起動す
るようにメンテナンスウィンド
ウを設定するときは、次の変更
を加える必要があります。

• メンテナンスウィン
ドウには新しい名前 
(例:"StartRdsInstance") を使用
してください。

• cron 式を DB インスタンスの
起動に使用する cron 式に置き
換えます。

• AWS-StopRdsInstanceAWS-
StartRdsInstanceランブッ
クをタスク内のランブックに
置き換えます。

AWS 管理者

1176

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-maintenance-assign-tasks.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-maintenance-assign-tasks.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-maintenance-assign-tasks.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

関連リソース
• Systems Manager 自動化ドキュメントを使用してインスタンスを管理し、営業時間外にコストを削減

(AWS ブログ記事)

AWS Service Catalog 製品をさまざまな AWS アカ
ウントと AWS リージョンにコピーする

サチン・ヴィゲ（AWS）とサントッシュ・ケール（AWS）によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:管理とガバナンス; 
サーバーレス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS Service 
Catalog、AWS Lambda

概要
AWS Service Catalog はリージョナルサービスです。つまり、AWS Service Catalog のポートフォリオと
製品は、それらが作成された AWS リージョンでのみ表示されます。新しいリージョンに AWS Service 
Catalog ハブをセットアップする場合、既存の製品を再作成する必要があり、このプロセスには時間がか
かる可能性があります。

このパターンのアプローチは、ソースの AWS アカウントまたはリージョンの AWS Service Catalog ハブ
から宛先アカウントまたはリージョンの新しいハブに製品をコピーする方法を説明することで、このプ
ロセスを簡略化するのに役立ちます。AWS Service Catalog のハブアンドスポークモデルの詳細について
は、AWS 管理とガバナンスのブログの「AWS Service Catalog のハブアンドスポークモデル:多数のアカ
ウントへの AWS Service Catalog のデプロイと管理を自動化する方法」を参照してください。 

このパターンには、アカウント間または他のリージョンに AWS Service Catalog 製品をコピーするため
に必要な個別のコードパッケージも含まれています。このパターンを使用することで、組織は時間を節約
し、既存および以前の製品バージョンを新しい AWS Service Catalog ハブで利用できるようにし、手作業
によるエラーのリスクを最小限に抑え、複数のアカウントまたはリージョンにまたがってアプローチを拡
張できます。

注:このパターンのエピックセクションには、製品をコピーする方法が 2 つあります。オプション1を使用
してアカウント間で製品をコピーするか、オプション2を選択して地域間で製品をコピーできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• ソースアカウントまたはリージョンにある既存の AWS Service Catalog 製品。
• 宛先アカウントまたはリージョンにある既存の AWS Service Catalog ハブ。
• アカウント間で製品をコピーする場合は、製品を含む AWS Service Catalog ポートフォリオを共有し

てから、宛先アカウントにインポートする必要があります。詳細については、AWS Service Catalog ド
キュメントの「ポートフォリオの共有とインポート」を参照してください。

機能制限
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アーキテクチャ

• リージョンまたはアカウント間でコピーしたい AWS Service Catalog 製品は、複数のポートフォリオに
属することはできません。

アーキテクチャ
次の図は、ソースアカウントから宛先アカウントへの AWS Service Catalog 製品のコピーを示していま
す。

次の図は、ソースリージョンから宛先リージョンへの AWS Service Catalog 製品のコピーを示していま
す。

テクノロジースタック

• アマゾン CloudWatch
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
• AWS Service Catalog

自動化とスケール

このパターンのアプローチは、受け取ったリクエストの数やコピーする必要がある AWS Service Catalog 
製品の数に応じてスケーリングできる Lambda 関数を使用してスケーリングできます。詳細について
は、AWS Lambda ドキュメントの「Lambda 関数のスケーリング」を参照してください。

Tools
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルの

コマンドを使用して AWS のサービスとやり取りするのに役立ちます。
• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロール

し、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロールするのに役立ちます。
• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理せずにコードを実行するのに役立つコンピュー

ティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングされるため、課金は実
際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• AWS Service Catalog は、AWS が承認された IT サービスのカタログを一元管理するのに役立ちます。
エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばや
くデプロイできます。

Code

 cross-account-copyパッケージ (添付) を使用してアカウント間で AWS Service Catalog 製品をコ
ピーしたり、cross-region-copyパッケージ (添付) を使用して製品をリージョン間でコピーしたりでき
ます。

cross-account-copyパッケージに、以下のファイルが含まれます。

• copyconf.properties— アカウント間で製品をコピーするためのリージョンと AWS アカウント ID 
パラメータを含む設定ファイル。

• scProductCopyLambda.py— アカウント間で製品をコピーするための Python 関数。
• createDestAccountRole.sh— 宛先アカウントに IAM ロールを作成するスクリプト。
• createSrcAccountRole.sh— ソースアカウントに IAM ロールを作成するスクリプト。
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叙事詩

• copyProduct.sh— 複数のアカウントで製品をコピーするための Lambda 関数を作成して呼び出すス
クリプト。

cross-region-copyパッケージに、以下のファイルが含まれます。

• copyconf.properties— リージョン間で製品をコピーするためのリージョンと AWS アカウント ID 
パラメータを含む設定ファイル。

• scProductCopyLambda.py— リージョン間で製品をコピーするための Python 関数。
• copyProduct.sh— IAM ロールを作成し、製品をリージョン間でコピーするための Lambda 関数を作

成して呼び出すためのスクリプト。

叙事詩
オプション 1 — アカウント間で AWS Service Catalog 製品をコピーする

タスク 説明 必要なスキル

設定ファイルを更新します。 1. (cross-account-copy添付
のパッケージを) ローカルマシ
ンにダウンロードします。

2. copyconf.properties設定
ファイルを以下の値に更新し
ます。
• srcRegion— 製品を含む

ソース地域を指定します。
• destRegion— 商品の配送

先地域を指定します。
• sourceAccountId— ソー

スアカウントの AWS アカ
ウント ID を指定します。

• destAccountId— 宛先ア
カウントの AWS アカウン
ト ID を指定します。

AWS 管理者、AWS システム管
理者、クラウド管理者

宛先アカウントで AWS CLI の認
証情報を設定します。

aws configureコマンドを実行
して次の値を指定して、宛先ア
カウントの AWS CLI にアクセス
するための認証情報を設定しま
す。

$aws configure  
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>  
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 <your_secret_access_key>  
Default region name [None]: 
 Region
Default output format 
 [None]:

詳細については、AWS コマンド
ラインインターフェイスドキュ

AWS 管理者、AWS システム管
理者、クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
メントの「設定の基本」を参照
してください。 

ソースアカウントで AWS CLI の
認証情報を設定します。

aws configureコマンドを実行
して次の値を指定して、ソース
アカウントの AWS CLI にアクセ
スするための認証情報を設定し
ます。 

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 <your_secret_access_key>
Default region name [None]: 
 Region
Default output format 
 [None]:

詳細については、AWS コマンド
ラインインターフェイスドキュ
メントの「設定の基本」を参照
してください。 

AWS 管理者、AWS システム管
理者、クラウド管理者

宛先アカウントに Lambda 実行
ロールを作成します。

createDestAccountRole.sh 宛
先アカウントでスクリプトを実
行します。スクリプトは以下の
アクションを実行します。

• 宛先アカウントに Lambda 実
行ロールを作成します。

• Lambda 実行ロールの IAM ポ
リシーを作成してアタッチし
ます 

AWS 管理者、AWS システム管
理者、クラウド管理者

ソースアカウントにクロスアカ
ウント IAM ロールを作成しま
す。

createSrcAccountRole.sh ソー
スアカウントでスクリプトを実
行します。スクリプトは以下の
アクションを実行します。

• ソースアカウントにクロスア
カウント IAM ロールを作成し
ます。このロールは宛先アカ
ウントの Lambda 実行ロール
に引き継がれ、製品をコピー
します。

• ソースアカウントのクロスア
カウントロールの IAM ポリ
シーを作成してアタッチしま
す

AWS 管理者、AWS システム管
理者、クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

コピー先アカウントで 
CopyProduct スクリプトを実行
します。

copyProduct.sh 宛先アカ
ウントでスクリプトを実行し
ます。スクリプトは以下のアク
ションを実行します。

• Lambda 関数を作成して呼び出
し、ソースアカウントから宛
先アカウントに製品をコピー
します。

AWS 管理者、AWS システム管
理者、クラウド管理者

オプション 2 — AWS Service Catalog 製品をソースリージョンから宛先リージョ
ンにコピーする

タスク 説明 必要なスキル

設定ファイルを更新します。 1. (cross-region-copy添付の
パッケージを) ローカルマシン
にダウンロードします。

2. copyconf.properties設定
ファイルを以下の値に更新し
ます。
• srcRegion— 製品を含む

ソース地域を指定します。
• destRegion— 商品の配送

先地域を指定します。
• accountId— AWS アカウ

ント ID を指定します。

AWS システム管理者、クラウド
管理者、AWS 管理者

AWS CLI の認証情報を設定しま
す。

aws configureコマンドを実行
して以下の値を指定して、環境
内の AWS CLI にアクセスするた
めの認証情報を設定します。

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 <your_secret_access_key>
Default region name [None]: 
 Region
Default output format 
 [None]:

詳細については、AWS コマンド
ラインインターフェイスドキュ
メントの「設定の基本」を参照
してください。 

AWS 管理者、AWS システム管
理者、クラウド管理者

「プロダクトをコピー」スクリ
プトを実行します。

copyProduct.shターゲット
リージョンでスクリプトを実行
します。スクリプトは以下のア
クションを実行します。

AWS 管理者、AWS システム管
理者、クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
• Lambda 実行ロールを作成しま

す。
• Lambda 実行ロールの IAM ポ

リシーを作成してアタッチし
ます

• Lambda 関数を作成して呼び
出し、ソースリージョンから
ターゲットリージョンに製品
をコピーします。

関連リソース
• Lambda 実行ロールを作成する (AWS Lambda ドキュメント)
• Lambda 関数を作成する (AWS Lambda ドキュメント)
• AWS Service Catalog API リファレンス
• AWS Service Catalog 文書

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon CloudWatch 異常検知を使用してカスタム
メトリックスのアラームを作成する

ラム・カンダスワミー (AWS) とラヒーム・ジワニ (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 管理とガバナン
ス、 DevOps運用、クラウドネイ
ティブ

AWS サービス: アマゾン 
CloudWatch

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、メトリクスをモニタリングし、しきい値を超過したときに
通知を送信したり、自動的に変更を加えたりするアラームを Amazon CloudWatch を使用して作成できま
す。

静的なしきい値による制限を回避するために、過去のパターンに基づいてアラームを作成し、特定のメト
リックが通常の動作時間外になった場合に通知することができます。たとえば、Amazon API Gateway か
ら API の応答時間を監視し、サービスレベル契約 (SLA) を満たすことを妨げる異常に関する通知を受け取
ることができます。

このパターンは、 CloudWatch カスタムメトリクスの異常検出の使用方法を説明しています。このパター
ンは、Amazon CloudWatch Logs Insights でカスタムメトリックスを作成する方法、または AWS Lambda 
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前提条件と制限

関数を使用してカスタムメトリックスを公開し、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使
用して異常検出を設定して通知を作成する方法を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 電子メール通知を送信するように設定された既存の SNS トピック。詳細については、Amazon SNS ド

キュメントの「Amazon SNS 入門」を参照してください。
• CloudWatch ログで構成された既存のアプリケーション。

 

機能制限

• CloudWatch メトリクスはミリ秒単位の時間間隔をサポートしていません。標準メトリクスとカスタム
メトリクスの粒度の詳細については、Amazon CloudWatch FAQ を参照してください。

アーキテクチャ

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. CloudWatch Logsによって作成および更新されたメトリックを使用するログは、にストリーミングされ
ます CloudWatch。

2. アラームはしきい値に基づいて開始され、SNS トピックにアラートを送信します。
3. Amazon SNS からメール通知が送信されます。

テクノロジースタック

• Cloudwatch
• AWS Lambda
• Amazon SNS

Tools
• Amazon Cloudwatch — 信頼性、拡張性、 CloudWatch 柔軟性に優れたモニタリングソリューションを

提供します。
• AWS Lambda — Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコン

ピューティングサービスです。
• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、配信者から受信者へのメッセー

ジ配信を提供するマネージドサービスです。
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エピック

エピック
カスタムメトリックの異常検出を設定する

タスク 説明 必要なスキル

オプション 1-Lambda 関数を使
用してカスタムメトリクスを作
成する。

lambda_function.pyファ
イル (添付) をダウンロード
し、AWSlambda_function.py
aws-lambda-developer-guideド
キュメントのリポジトリにあ
るサンプルファイルを置き換
えます GitHub。これにより、 
CloudWatch カスタムメトリク
スをログに送信する Lambda 
関数のサンプルが提供されま
す。Lambda 関数は Boto3 API 
CloudWatch を使用してと統合し
ます。 

Lambda 関数を実行する
と、AWS マネジメントコンソー
ルにサインインしてコンソール
を開くと、 CloudWatch 公開さ
れた名前空間で公開されたメト
リックスが表示されます。

DevOps エンジニア、AWS 
DevOps

オプション 2 — CloudWatch ロ
ググループからカスタムメトリ
クスを作成する。

AWS マネジメントコンソールに
サインインし、 CloudWatch コ
ンソールを開き、[Log groups] 
を選択します。メトリクスを作
成するロググループを選択しま
す。 

[アクション] を選択し、[メト
リックフィルターの作成] を選択
します。[フィルターパターン] 
に、使用するフィルターパター
ンを入力します。詳細について
は、 CloudWatch ドキュメント
の「フィルターとパターンの構
文」を参照してください。 

フィルターパターンをテストす
るには、[テストパターン] に 1 
つまたは複数のログイベントを
入力します。[ログイベントメッ
セージ] ボックスのログイベント
を区切るために改行が使用され
るため、各ログイベントは 1 行
以内である必要があります。パ
ターンをテストしたら、[指標の
詳細] に指標の名前と値を入力で
きます。 

詳細とカスタムメトリクスの作
成手順については、 CloudWatch 

DevOps エンジニア、AWS 
DevOps

1184

https://github.com/awsdocs/aws-lambda-developer-guide/tree/main/sample-apps/blank-python/function
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/FilterAndPatternSyntax.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/FilterAndPatternSyntax.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ドキュメントの「ロググルー
プのメトリクスフィルターの作
成」を参照してください。

カスタムメトリクスのアラーム
を作成します。

CloudWatch コンソールで [ア
ラーム] を選択し、[アラームの作
成] を選択します。[指標を選択] 
を選択し、以前に作成した指標
の名前を検索ボックスに入力し
ます。Graphed metrics タブを選
択し、要件に応じてオプション
を設定します。

「条件」で、「静的閾値」では
なく「異常検知」を選択しま
す。これにより、2 つの標準デ
フォルト偏差に基づくバンド
が表示されます。しきい値を設
定し、要件に応じて調整できま
す。

[Next] (次へ) を選択します。

[Note:] (メモ:) バンドは動的で、
データポイントの品質によって
異なります。さらにデータを集
約し始めると、バンドとしきい
値が自動的に更新されます。 

DevOps エンジニア、AWS 
DevOps

SNS 通知を設定します。 [通知] で、アラームが状態、状
態、ALARMINSUFFICIENT_DATAま
たは状態のときに通知する SNS 
トピックを選択します。OK

同じアラーム状態または複数の
異なるアラーム状態について複
数の通知を送信するには、[Add 
notification (通知の追加)] を選
択します。[Next] (次へ) を選択
します。アラームの名前と説明
を入力します。名前には ASCII 
文字のみを使用します。続い
て、[Next] (次へ) を選択します。

[Preview and create] (プレビュー
と作成) で、情報と条件が正しい
ことを確認し、[アラームの作成] 
をクリックします。

DevOps エンジニア、AWS 
DevOps

関連リソース
• カスタムメトリクスをに公開 CloudWatch
• CloudWatch 異常検出を使用する
• アラームイベントと Amazon EventBridge
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添付ファイル

• カスタムメトリクスを Cloud Watch にプッシュ配信する際に従うべきベストプラクティスは何ですか?
(ビデオ)

• CloudWatch アプリケーションインサイトの紹介 (ビデオ)
• CloudWatch(ビデオ) による異常検出

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

マルチリージョン、マルチアカウントの組織で 
AWS CloudFormation ドリフト検知を設定

作成者:ラム・カンダスワミー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 管理とガバナン
ス、クラウドネイティブ、イ
ンフラストラクチャ、オペレー
ション、モダナイゼーション

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon SNS; 
AWS Config; AWS Lambda; 
AWS CloudFormation

概要
Amazon Web Services（AWS）のお客様は、AWS CloudFormation スタックのドリフトなどのリソース
設定の不一致を効率的に検出し、できるだけ早く修正する方法を求めていることがよくあります。これ
は、AWS コントロールタワーまたは AWS ランディングゾーンソリューションを使用する場合に特に当て
はまります。

このパターンは、統合されたリソース構成の変更を使用し、それらの変更に基づいて結果を生成すること
により、問題を効率的に解決する規範的なソリューションを提供します。このソリューションは、複数の
リージョン、複数のアカウント、 CloudFormation あるいはその両方の組み合わせで複数のスタックが作
成されるシナリオ向けに設計されています。このソリューションの目標は以下のとおりです。

• ドリフト検出プロセスを簡略化
• 通知とアラートの設定
• 統合レポートを設定する

前提条件と制限
前提条件

• 監視が必要なすべてのリージョンとアカウントで AWS Config が有効になっている

機能制限
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アーキテクチャ

• 生成されるレポートは、.csv または.json の出力形式のみをサポートします。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

現在のガイダンスは、組織が以下のサービスを組み合わせて使用することで目標を達成するのに役立ちま
す。

• AWS Config ルール
• CloudWatch アマゾンルール 
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

1. AWS Config ルールはドリフトを検出します。
2. 他のアカウントのドリフト検出結果は管理アカウントに送信されます。
3. CloudWatch このルールは Lambda を呼び出します。
4. Lambda は AWS Config ルールにクエリを実行して集計結果を取得します。
5. Lambda は Amazon SNS に通知し、Amazon SNS はドリフトのメール通知を送信します。

自動化とスケーリング

ここで紹介するソリューションは、追加のリージョンとアカウントの両方に合わせて拡張できます。

Tools
AWS Config — AWS Config は、AWS アカウントにある AWS リソースの設定を詳細に表示します。これ
には、リソース間の関係と設定の履歴が含まれるため、時間の経過と共に設定と関係がどのように変わる
かを確認できます。AWS Config を使用すると、AWS リソースの設定を評価、監査、審査できます。

Amazon CloudWatch — Amazon は AWS で実行されている AWS CloudWatch リソースやアプリケーショ
ンをリアルタイムにモニタリングします。 CloudWatch を使用してメトリクスを収集し、追跡できます。
メトリクスとは、リソースやアプリケーションに関して測定できる変数です。

AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できる
コンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエス
トから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティ
ング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、配信配信配信配信配信配信配信配
信配信配信配信を提供するマネージドサービスです。

エピック
のドリフト検出を自動化 CloudFormation

タスク 説明 必要なスキル

アグリゲーターを作成します。 AWS Config コンソールで、管
理アカウントにアグリゲーター

クラウドアーキテクト
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
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タスク 説明 必要なスキル
を作成します。AWS Config が
ソースアカウントからデータを
取得できるように、データ複製
が有効になっていることを確認
してください。また、該当する
すべての地域とアカウントを選
択してください。組織に基づい
てアカウントを選択できます。
組織内の新しいアカウントは自
動的にアグリゲーターの一部に
なるため、この方法が推奨され
ます。

AWS マネージドルールを作成し
ます。

cloudformation-stack-
drift-detection-checkAWS
マネージドルールを追加し
ます。ルールには次の 1 つ
のパラメータ値が必要で
す。cloudformationArn。 
IAM ロールの Amazon リソース
ネーム (ARN) を入力します。さ
らに、ロールには、AWS Config 
がロールを引き受けることを可
能にする信頼ポリシーが必要で
す。

クラウドアーキテクト

アグリゲーターの高度なクエリ
セクションを作成します。

複数のソースからドリフトス
タックを取得するには、次のク
エリを作成します。

SELECT resourceId, 
configuration.driftInformation.stackDriftStatus 
WHERE resourceType = 
'AWS::CloudFormation::Stack' 
 AND 
configuration.driftInformation.stackDriftStatus 
IN ('DRIFTED')

クラウドアーキテクト、開発者

クエリの実行と公開を自動化し
ます。

添付のコードを使用して Lambda 
関数を作成します。Lambda 
は、Lambda 関数の環境変数と
して提供される Amazon SNS ト
ピックに結果を公開します。ま
た、アラートを受け取るには、
既存の Amazon SNS トピックへ
のメール購読を作成してくださ
い。

クラウドアーキテクト、開発者

CloudWatch ルールを作成しま
す。

アラート処理を行う Lambda 
CloudWatch 関数を呼び出すスケ
ジュールベースのルールを作成
します。

クラウドアーキテクト
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関連リソース

関連リソース
リソース

• AWS Config とは何ですか?
• コンセプト:マルチアカウント、マルチリージョンのデータ集計
• マルチアカウントマルチリージョンのデータ集計
• スタックとリソースに対するアンマネージド型構成変更の検出
• IAM: IAM ロールを特定の AWS サービスに渡す
• Amazon SNS とは

追加情報
考慮事項

CloudFormation 特定の間隔でAPIを呼び出して各スタックまたはスタックセットでドリフト検出を開始す
るカスタムソリューションを使用するのは最適ではありません。これにより API 呼び出しが多数発生し、
パフォーマンスに影響します。API 呼び出しの数が多いため、スロットリングが発生する可能性がありま
す。もう 1 つの潜在的な問題は、リソースの変更がスケジュールのみに基づいて特定された場合、検出が
遅れることです。

よくある質問

Q: AWS Landing Zone ではアドオンベースのソリューションを使用すべきですか?

A. アグリゲーターとともに AWS Config に高度なクエリ機能が用意されているため、アドオンの代わりに 
AWS Config を使用することをお勧めします。

Q: CloudFormation StackSets このソリューションではどのように対処できますか?

A. スタックセットはスタックで構成されているため、このソリューションを使用できます。スタックイン
スタンスの詳細は、ソリューションの一部としても入手できます。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、ア
カウント、および DevOps OU にわたる Amazon 
Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを
向上させます。

ラーフル・シャラッド・ガイクワッド博士 (AWS) によって作成されました

コードリポジトリ:

• Amazon DevOps Guru サンプ
ルコード

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:管理とガバナン
ス、 DevOpsクラウドネイティ
ブ、オペレーション、セキュリ
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概要

ティ、ID、コンプライアンス、
サーバーレス

AWS サービス:Amazon API 
Gateway、AWS CDK、Amazon 
DevOps Guru、Amazon 
DynamoDB、AWS Organizations

概要
このパターンは、の AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して、複数のAmazon Web Services 
(AWS) リージョン、アカウント、および組織単位 (OU) で Amazon DevOps Guru サービスを有効に
する手順を示しています TypeScript。AWS CDK スタックを使用して管理者 (プライマリ) の AWS 
CloudFormation StackSets アカウントから AWS をデプロイすると、各アカウントにログインして 
DevOps Guru をアカウントごとに個別に有効にする代わりに、複数のアカウントで Amazon DevOps 
Guru を有効にすることができます。

Amazon DevOps Guru は、アプリケーションの可用性を向上させ、運用上の問題をより迅速に解決するの
に役立つ人工知能運用 (AIOps) 機能を提供します。 DevOps Guru では、機械学習 (ML) を活用した推奨事
項を適用することで、機械学習の専門知識がなくても手作業を減らすことができます。 DevOps Guru は
リソースと運用データを分析します。異常が検出されると、問題への対処に役立つ指標、イベント、およ
び推奨事項が表示されます。

このパターンでは、Amazon DevOps Guru を有効にするための 3 つのデプロイオプションについて説明し
ます。

• 複数のアカウントとリージョンですべてのスタックリソースで
• OU のすべてのスタックリソース
• 複数のアカウントとリージョンで特定のスタックリソースで

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストール、設定 (AWS CLI ドキュメントの「AWS CLI 

のインストール、更新、アンインストール」を参照してください。)
• AWS CDK ツールキット、インストールおよび設定。(AWS CDK ドキュメントの AWS CDK ツールキッ

トを参照してください)。
• ノードPackage マネージャ (npm)。に AWS CDK 用にインストールおよび設定されています 

TypeScript。(npm ドキュメントの [Node.js と npm のダウンロードとインストール] を参照してくださ
い)

• Python スクリプトを実行してサンプルのサーバーレスアプリケーションにトラフィックを注入できるよ
うに Python3 がインストールされ、設定されています。(Python ドキュメントの「Python の設定と使用
方法」を参照してください)。

• Pip。Python リクエストライブラリをインストールおよびインストールするように構成されています。
（ PyPl ウェブサイトの pip のインストール手順を参照してください。）

製品バージョン

• AWS CDK ツールキットバージョン 1.107.0 以降
• npm バージョン 7.9.0 またはそれ以降
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
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https://pypi.org/project/pip/
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• Node.js バージョン 15.3.0 以降

アーキテクチャ
テクノロジー

このパターンのアーキテクチャには、次のサービスが含まれます。

• DevOps アマゾン・グル
• AWS CloudFormation
• Amazon API Gateway
• AWS Lambda
• Amazon DynamoDB
• アマゾン CloudWatch
• AWS CloudTrail

AWS CDK スタック

このパターンでは、次の AWS CDK スタックを使用します。 

• CdkStackSetAdminRole— AWS Identity and Access (IAM) 管理者ロールを作成して、管理者アカウン
トとターゲットアカウントの間に信頼関係を築きます。

• CdkStackSetExecRole— 管理者アカウントを信頼する IAM ロールを作成します。
• CdkDevopsGuruStackMultiAccReg— DevOps Guru が複数の AWS リージョンとすべてのスタック

で Guru を有効にし、Amazon Simple Notification Service (Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) 通知を設定します。

• CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks— 特定スタックの複数の AWS リージョンとアカウ
ントで DevOps Guru を有効にし、Amazon SNS 通知を設定します。

• CdkDevopsguruStackOrgUnit— 複数の DevOps OU 間で Guru を有効にし、Amazon SNS 通知を設
定します。 

• CdkInfrastructureStack— API Gateway、Lambda、DynamoDB などのサンプルサーバーレスアプ
リケーションコンポーネントを管理者アカウントにデプロイして、フォールトインジェクションとイン
サイト生成のデモを行います。

サンプルアプリケーションアーキテクチャ

次の図は、複数のアカウントとリージョンでデプロイされたサーバーレスアプリケーションのアーキテク
チャを示しています。このパターンでは、管理者アカウントを使用してすべての AWS CDK スタックを
デプロイします。また、管理者アカウントを DevOps Guru の設定対象アカウントの 1 つとして使用しま
す。

1. DevOps Guru を有効にすると、まず各リソースの動作のベースラインを作成し、 CloudWatch 次にベン
ダーメトリクスから運用データを取り込みます。

2. 異常を検出すると、発生したイベントと関連付けて洞察を生成します。 CloudTrail
3. このインサイトでは、オペレータが問題の原因となっているリソースを特定できるように、一連のイベ

ントと所定の推奨事項が関連付けられます。
4. Amazon SNS はオペレーターに通知メッセージを送信します。

自動化とスケーリング
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Tools

GitHub このパターンで提供されるリポジトリは、AWS CDK をコードとしてのインフラストラクチャ 
(IaC) ツールとして使用して、このアーキテクチャの設定を作成します。AWS CDK は、リソースを調整
し、複数の AWS アカウント、リージョン、 DevOps OU にわたって Guru を有効にするのに役立ちます。

Tools
AWS サービス

• AWS CDK — AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用すると、サポートされている 5 つのプロ
グラミング言語 (、、Python TypeScript、 JavaScript Java、C#) のいずれかでクラウドインフラストラ
クチャをコードとして定義できます。

• AWS CLI — AWS Command Line Line Line Interface (AWS CLI) は、AWS のサービスやリソースと対話
するための一貫したコマンドラインインターフェイスを提供する統合ツールです。

Code

このパターンのソースコードは GitHub、Amazon DevOps Guru CDK サンプルリポジトリにありま
す。AWS CDK TypeScript コードはで記述されています。リポジトリを複製して使用するには、次のセク
ションの指示に従います。

重要:このパターンのストーリーには、UNIX、Linux、および macOS 用にフォーマットされた AWS CDK 
および AWS CLI コマンドの例が含まれます。Windows の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) をカレッ
ト (^) に置き換え、各行末のバックスラッシュ (\) をカレット (^) に置き換え、各行末のバックスラッシュ 
(\) をカレット (^)

エピック
AWS リソースをデプロイ用に準備する

タスク 説明 必要なスキル

AWS 名前付きプロファイルを設
定します。

マルチアカウント環境にスタッ
クをデプロイするには、次のよ
うに AWS 名前付きプロファイル
を設定します。

管理者アカウントの場合:

$aws configure --profile 
 administrator
AWS Access Key ID [****]: 
 <your-administrator-access-
key-ID>
AWS Secret Access 
 Key [****]: <your-
administrator-secret-access-
key>
Default region name [None]: 
 <your-administrator-region>
Default output format 
 [None]: json

ターゲットアカウントの場合:

$aws configure --profile 
 target

DevOps エンジニア
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https://github.com/aws-samples/amazon-devopsguru-cdk-samples.git
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
AWS Access Key ID [****: 
 <your-target-access-key-ID>
AWS Secret Access Key 
 [****]: <your-target-
secret-access-key>
Default region name [None]: 
 <your-target-region>
Default output format 
 [None]: json

詳細については、AWS CLI ド
キュメントの「名前付きプロ
ファイル」を参照してくださ
い。

AWS プロファイル設定を確認し
ます。

(オプション) AWS CLI ドキュメ
ントの「credentials設定の設
定の設定の設定と表示」の手順
に従って、configおよびファイ
ルの AWS プロファイル設定を確
認できます。

DevOps エンジニア

AWS CDK のバージョンを確認し
ます。

以下のコマンドを実行し
て、AWS CDK Toolkit のバー
ジョンを確認します。

$cdk --version

このパターンには、バージョン 
1.107.0 以降が必要です。以前の
バージョンの AWS CDK を使用
している場合は、AWS CDK ド
キュメントの指示に従って更新
してください。

DevOps エンジニア

プロジェクトコードのクローン
を作成します。

以下のコマンドを使用して、 
GitHub このパターンのリポジト
リをクローンします。

$git clone https://
github.com/aws-samples/
amazon-devopsguru-cdk-
samples.git

DevOps エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

パッケージの依存関係をインス
トールし、 TypeScript ファイル
をコンパイルします。

次のコマンドを実行して、パッ
ケージの依存関係をインストー
ルし、 TypeScript ファイルをコ
ンパイルします。

$cd amazon-devopsguru-cdk-
samples
$npm install
$npm fund

これらのコマンドは、すべての
パッケージを同じサンプルリ
ポジトリからインストールしま
す。

重要:パッケージが見つからない
というエラーが表示された場合
は、以下のいずれかのコマンド
を使用してください。

$npm ci

-または-

$npm install -g @aws-cdk/
<package-name>

パッケージ名とバージョンの
リストは、Dependencies/
amazon-devopsguru-cdk-
samples/package.jsonファ
イルのセクションにあります。
詳細については、npm ドキュメ
ントの「npm ci と npm install
(npm notification)」を参照してく
ださい。

DevOps エンジニア

AWS CDK スタックのビルド (合成)

タスク 説明 必要なスキル

Amazon SNS 通知用の E メール
アドレスを設定します。

Amazon SNS 通知用の E メール
アドレスを指定するには、次の
手順に従います。

1. /amazon-devopsguru-
cdk-samples/lib/cdk-
devopsguru-multi-
acc-reg-stack.tsファ
イルを編集し、/amazon-
devopsguru-cdk-
samples/lib/cdk-

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
devopsguru-org-uni-
stack.ts.

2. 「Subscription」DevOpsGuruTopic
セクションで、Endpointパ
ラメータを電子メールアドレ
スで更新します。

3. 保存してファイルを閉じま
す。

プロジェクトコードをビルドし
ます。

以下のコマンドを実行して、プ
ロジェクトコードを作成し、ス
タックを合成します。

npm run build && cdk synth 

次のような出力が表示されま
す。 

$npm run build && cdk synth
> cdk-devopsguru@0.1.0 build
> tsc
Successfully synthesized to 
 ~/amazon-devopsguru-cdk-
samples/cdk.out
Supply a stack id 
 (CdkDevopsGuruStackMultiAccReg,CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks, 
 CdkDevopsguruStackOrgUnit, 
 CdkInfrastructureStack, 
 CdkStackSetAdminRole, 
 CdkStackSetExecRole) to 
 display its template.

詳細と手順については、AWS 
CDK ドキュメントの「はじめ
ての AWS CDK アプリケーショ
ン」を参照してください。

DevOps エンジニア

AWS CDK スタックを一覧表示し
ます。

すべての AWS CDK スタックを
一覧表示します。

$cdk list

コマンドによって以下のリスト
が表示されます。

CdkDevopsGuruStackMultiAccReg
CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks
CdkDevopsguruStackOrgUnit
CdkInfrastructureStack
CdkStackSetAdminRole
CdkStackSetExecRole

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

オプション 1-複数のアカウントのすべてのスタックリソースに対して DevOps 
Guru を有効にする

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成するための 
AWS CDK スタックをデプロイし
ます。

このパターンで
は CloudFormation 
StackSets、AWS を使用して
複数のアカウントにわたってス
タック操作を実行します。最初
のスタックセットを作成する場
合は、以下の IAM ロールを作
成して、必要なアクセス権限を 
AWS アカウントに設定する必要
があります。

• AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole
• AWSCloudFormationStackSetExecutionRole

注:ロールにはこれらの正確な名
前が必要です。

1. 次の CLI コマンドを実
行して、管理者 (プラ
イマリ) アカウントに 
IAMAWSCloudFormationStackSetAdministrationRole
ロールを作成します。

$cdk deploy 
 CdkStackSetAdminRole --
profile administrator

2. スタックインスタンス
を実行するすべてのター
ゲットアカウントに 
IAMAWSCloudFormationStackSetExecutionRole
ロールを作成します。この
ロールを作成するには、次の 
CLI コマンドを実行します。

$cdk deploy 
 CdkStackSetExecRole \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --profile administrator 
   

$cdk deploy 
 CdkStackSetExecRole \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --profile target

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
詳細については、AWS 
CloudFormation ドキュメントの
「自己管理型のアクセス許可の
承認」を参照してください。

複数のアカウントで DevOps 
Guru を有効にするには、AWS 
CDK スタックをデプロイしま
す。

AWS 
CDKCdkDevopsGuruStackMultiAccReg
スタックは、スタックインスタ
ンスを複数のアカウントとリー
ジョンにデプロイするためのス
タックセットを作成します。ス
タックをデプロイするには、指
定されたパラメータを使用して
次の CLI コマンドを実行しま
す。

$cdk deploy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccReg 
 \ 
  --profile administrator \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --parameters 
 TargetAccountId=<target-
account-ID> \ 
  --parameters 
 RegionIds="<region-1>,<region-2>"

現在 Amazon DevOps Guru 
は、DevOps グルに関するよく
ある質問に記載されている AWS 
リージョンでご利用いただけま
す。

DevOps エンジニア

オプション 2- DevOps OU 全体のすべてのスタックリソースに対して Guru を有
効にする

タスク 説明 必要なスキル

OU ID を抽出します。 AWS Organizations コンソール
で、 DevOps Guru を有効にする
組織単位の ID を特定します。

DevOps エンジニア

OU のサービス管理型のアクセス
許可を有効にします。

アカウント管理に AWS 
Organizations を使用している場
合は、サービス管理権限を付与
して DevOps Guru を有効にする
必要があります。IAM ロールを
手動で作成する代わりに、組織
ベースのトラステッドアクセス
とサービスにリンクされたロー
ル (SLR) を使用してください。

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

複数の OU で DevOps Guru を有
効にするには、AWS CDK スタッ
クをデプロイします。

AWS 
CDKCdkDevopsguruStackOrgUnit
スタックにより、複数の OU 間
で DevOps Guru サービスを実現
できます。スタックをデプロイ
するには、指定されたパラメー
タを指定して、以下のコマンド
を実行します。

$cdk deploy 
 CdkDevopsguruStackOrgUnit \ 
  --profile administrator \  
  --parameters 
 RegionIds="<region-1>,<region-2>" 
 \ 
  --parameters 
 OrganizationalUnitIds="<OU-1>,<OU-2>"

DevOps エンジニア

オプション 3-複数のアカウントにわたる特定のスタックリソースに対して 
DevOps Guru を有効にする

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成するための 
AWS CDK スタックをデプロイし
ます。

最初のオプションで示した必要
な IAM ロールをまだ作成してい
ない場合は、最初に作成してく
ださい。

1. 次の CLI コマンドを実
行して、管理者 (プラ
イマリ) アカウントに 
IAMAWSCloudFormationStackSetAdministrationRole
ロールを作成します。

$cdk deploy 
 CdkStackSetAdminRole --
profile administrator

2. スタックインスタンス
を実行するすべてのター
ゲットアカウントに 
IAMAWSCloudFormationStackSetExecutionRole
ロールを作成します。この
ロールを作成するには、CLI 
コマンドを実行します。

$cdk deploy 
 CdkStackSetExecRole \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --profile administrator 
   

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
$cdk deploy 
 CdkStackSetExecRole \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --profile target

詳細については、AWS 
CloudFormation ドキュメントの
「自己管理型のアクセス許可の
承認」を参照してください。

既存のスタックを削除します。 最初のオプションを使用して
すべてのスタックリソースで 
DevOps Guru を有効にしてい
る場合は、次のコマンドを使用
して古いスタックを削除できま
す。

$cdk destroy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccReg 
 --profile administrator 

または、 RegionIdsスタック
の再デプロイ時にパラメータを
変更して、スタックがすでに存
在するというエラーを回避する
こともできます。

DevOps エンジニア

AWS CDK スタックをスタックリ
ストで更新します。

1. /amazon-devopsguru-
cdk-samples/lib/cdk-
devopsguru-multi-acc-
reg-spec-stack.ts ファイ
ルを編集します。

2. Resources、CloudFormation、
の下にStackNames、 
DevOps Guru を有効にする
スタックを一覧表示します。
デモンストレーションのた
め、CdkInfrastructureStackパ
ラメータはスタックを指定し
ますが、このエントリは必要
に応じて編集できます。

3. ファイルを保存して閉じま
す。

4. スタックテンプレートを合成
して更新するには、以下を実
行します。

 $cdk synth

データエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK スタックをデプロイし
て、 DevOps Guru が複数のアカ
ウントにわたる特定のスタック
リソースに対応できるようにし
ます。

AWS 
CDKCdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks
スタックにより、 DevOps Guru 
は複数のアカウントにわたる特
定のスタックリソースを使用で
きます。スタックをデプロイす
るには、以下のコマンドを実行
します。

$cdk deploy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks 
 \ 
  --profile administrator  \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --parameters 
 TargetAccountId=<target-
account-ID> \ 
  --parameters 
 RegionIds="<region-1>,<region-2>"

注:以前にこのスタックをオプ
ション 1 でデプロイしたこと
がある場合は、Stacks ready 
existRegionIds エラーを回避す
るためにパラメーターを変更し
てください (必ず使用可能なリー
ジョンから選択してください)。

DevOps エンジニア

AWS CDK インフラストラクチャスタックをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

サンプルのサーバーレスインフ
ラストラクチャスタックをデプ
ロイします。

AWS 
CDKCdkInfrastructureStack
スタックは、API 
Gateway、Lambda、DynamoDB 
テーブルなどのサーバーレスコ
ンポーネントをデプロイして、 
DevOps Guru のインサイトを示
します。スタックをデプロイす
るには、以下のコマンドを実行
します。 

$cdk deploy 
 CdkInfrastructureStack --
profile administrator

DevOps エンジニア

DynamoDB にサンプルレコード
を挿入します。

次のコマンドを実行し
て、DynamoDB テーブルに
サンプルレコードを設定し
ます。populate-shops-
dynamodb-table.jsonスクリ

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
プトの正しいパスを指定してく
ださい。

$aws dynamodb batch-write-
item \ 
  --request-items file://
scripts/populate-shops-
dynamodb-table.json \ 
  --profile administrator

コマンドによって以下の出力が
表示されます。

{ 
    "UnprocessedItems": {}
}

DynamoDB に挿入されたレコー
ドを確認します。

DynamoDBpopulate-shops-
dynamodb-table.json テー
ブルにファイルのサンプルレ
コードが含まれていることを確
認するには、AWS CDK スタッ
クの出力として公開されてい
るListRestApiEndpointMonitorOperator
API の URL にアクセ
スします。この URL 
は、CdkInfrastructureStackス
タックの AWS CloudFormation 
コンソールの Outputs タブにも
あります。AWS CDK 出力は、次
のようになります。

CdkInfrastructureStack.CreateRestApiMonitorOperatorEndpointD1D00045 
 = https://
oure17c5vob.execute-
api.<your-
region>.amazonaws.com/prod/

CdkInfrastructureStack.ListRestApiMonitorOperatorEndpointABBDB8D8 
 = https://
cdff8icfrn4.execute-
api.<your-
region>.amazonaws.com/prod/

DevOps エンジニア

リソースがベースライン化を完
了するまでお待ちください。

このサーバーレススタックには
いくつかのリソースがありま
す。2 時間待ってから次の手順
を実行することをお勧めしま
す。このスタックを実稼働環境
にデプロイした場合、 DevOps 
Guru で監視するために選択した
リソースの数によっては、ベー
スライン処理が完了するまでに
最大 24 時間かかる場合がありま
す。

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

DevOps Guru Insight の生成

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK インフラストラクチャ
スタックを更新します。

DevOps Guru のインサイトを試
すには、一般的な運用上の問題
を再現するために構成を変更し
てみるといいでしょう。

1. /amazon-devopsguru-
cdk-samples/lib/
infrastructure-
stack.ts ファイルを編集し
ます。

2. DDB Tableこのセクション
で、DynamoDB テーブルの読
み取り容量を 5 から 1 に変更
します。

3. ファイルを保存して閉じま
す。

4. 次のコマンドを実行して、更
新された AWS CDK インフラ
ストラクチャスタックを合成
してデプロイします。

$cdk synth
$cdk deploy 
 CdkInfrastructureStack --
profile administrator

DevOps エンジニア

API に HTTP リクエストを注入
します。

ListRestApiMonitorOperatorEndpointxxxxAPI 
に HTTP リクエストの形式で入
力トラフィックを注入します。

1. Python スクリプトを編集しま
す/amazon-devopsguru-
cdk-samples/scripts/
sendAPIRequest.py。

2. の APIurl リンクを使
用して変数を更新しま
すListRestApiMonitorOperatorEndpointxxxx。
この URL は、AWS CDK デ
プロイコマンドの出力または
AWS Cloudformation コンソー
ルのスタックの [出力] タブに
あります。

3. ファイルを保存して閉じま
す。

4. 次のコマンドを使用して 
Python スクリプトを実行しま
す。

$python sendAPIRequest.py

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
5. ステータスコードが 200 であ

ることを確認してください。
6. トラフィックを高速で注入す

るには、スクリプトを複数 (で
きれば4つ) の端末で実行する
必要がある場合があります。

7. スクリプトを約 10 分間繰り
返して実行すると、DevOps 
Guru コンソールに操作上のイ
ンサイトが表示されます。

DevOps Guru のインサイトを確
認してください。

標準的な状態では、 DevOps 
Guru ダッシュボードの進行中
のインサイトカウンターにはゼ
ロと表示されます。異常を検出
すると、インサイトという形で
アラートが送信されます。ナビ
ゲーションペインで [インサイ
ト] を選択すると、概要、集計さ
れた指標、関連イベント、推奨
事項など、異常の詳細が表示さ
れます。インサイトのレビュー
の詳細については、「Amazon 
DevOps Guru を使用した AIOps 
による運用上のインサイトの取
得」ブログ記事を参照してくだ
さい。

DevOps エンジニア

クリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

リソースをクリーンアップして
削除します。

このパターンを確認したら、追
加料金が発生しないように、作
成したリソースを削除する必要
があります。以下のコマンドを
実行します。

$cdk destroy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccReg 
 --profile administrator
$cdk destroy 
 CdkDevopsguruStackOrgUnit 
 --profile administrator
$cdk destroy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks 
 --profile administrator
$cdk destroy 
 CdkInfrastructureStack --
profile administrator
$cdk destroy 
 CdkStackSetAdminRole --
profile administrator

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
$cdk destroy 
 CdkStackSetExecRole --
profile administrator
$cdk destroy 
 CdkStackSetExecRole --
profile target

関連リソース
• Amazon DevOps Guru を使用した AIOps による運用上のインサイトの取得
• AWS を使用して、複数のアカウントとリージョンにわたって Amazon DevOps Guru を簡単に設定でき

ます。 CloudFormation StackSets
• DevOps グルワークショップ

複数の AWS アカウントと AWS リージョンで 
AWS Service Catalog 製品を管理

ラム・カンダスワミー (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:管理とガバナン
ス、クラウドネイティブ、イン
フラストラクチャ、近代化

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS Service 
Catalog; AWS CloudFormation

概要
Amazon Web Services (AWS) Service Catalog は、企業向けのコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) 
テンプレートのガバナンスと配布を簡素化し、迅速化します。AWS CloudFormation テンプレートを使用
して、製品に必要な AWS リソース (スタック) のコレクションを定義します。AWS では、複数のアカウン
トと AWS リージョンにまたがるスタックを 1 度のオペレーションで、作成、更新、削除できるようにす
ることで、 CloudFormation StackSets この機能を拡張します。 

AWS Service Catalog の管理者は、 CloudFormation 開発者が作成したテンプレートを使用して製品を作
成し、公開します。その後、これらの製品はポートフォリオに関連付けられ、ガバナンスには制約が適用
されます。製品を他の AWS アカウントまたは組織単位 (OU) のユーザーが利用できるようにするには、通
常、ポートフォリオをそのユーザーと共有します。このパターンは、AWS をベースとした AWS Service 
Catalog 製品提供を管理するための代替アプローチを示しています CloudFormation StackSets。ポート
フォリオを共有する代わりに、スタックセット制約を使用して、製品をデプロイして使用できる AWS 
リージョンとアカウントを設定します。このアプローチを使用すると、ガバナンスの要件を満たしなが
ら、複数のアカウント、OU、AWS リージョンで AWS Service Catalog 製品をプロビジョニングし、一元
的に管理できます。 

このアプローチの利点:

• 製品はプライマリアカウントからプロビジョニングおよび管理され、他のアカウントと共有されませ
ん。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

• このアプローチでは、特定の製品に基づくすべてのプロビジョニング済み製品 (スタック) を統合して表
示できます。

• AWS サービスマネジメントコネクタによる設定は、1 つのアカウントのみを対象としているため、より
簡単です。

• AWS Service Catalog から製品を検索して使用する方が簡単です。

前提条件と制限
前提条件

• IaC とバージョニング用の AWS CloudFormation テンプレート
• AWS リソースのプロビジョニングと管理のためのマルチアカウント設定と AWS Service Catalog

機能制限

• このアプローチは AWS を使用しており CloudFormation StackSets、 StackSets 以下の制限が適用され
ます。
• StackSets CloudFormation マクロによるテンプレートの展開はサポートしていません。マクロを使用

してテンプレートの前処理を行っている場合は、 StackSetsベースデプロイを使用することはできま
せん。

• StackSets にはスタックセットとの関連付けを解除する機能があるため、特定のスタックをターゲッ
トにして問題を解決できます。ただし、関連付けが解除されたスタックをスタックセットに再関連付
けることはできません。

• AWS Service Catalog StackSet は名前を自動生成します。カスタマイズは現在サポートされていませ
ん。

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

  

1. ユーザーは、AWS リソースをプロビジョニングするための AWS CloudFormation テンプレートを 
JSON または YAML 形式で作成します。

2. CloudFormation このテンプレートにより、AWS Service Catalog に製品が作成され、ポートフォリオに
追加されます。

3. ユーザーはプロビジョニング済み製品を作成し、 CloudFormation ターゲットアカウントにスタックを
作成します。

4. 各スタックは、 CloudFormation テンプレートで指定されたリソースをプロビジョニングします。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたって管理できます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サー
ビスと対話するのに役立つオープンソースツールです。
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御すること
で、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロールするのに役立ちます。

• AWS Service Catalog は、AWS での使用が承認された IT サービスのカタログを一元管理するのに役立
ちます。エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみ
をすばやくデプロイできます。

叙事詩
アカウント間での製品のプロビジョニング

タスク 説明 必要なスキル

ポートフォリオを作成します。 ポートフォリオは、特定の基準
に基づいてグループ化された 1 
つ以上の製品を含むコンテナで
す。製品のポートフォリオを使
用すると、製品セット全体に共
通の制約を適用しやすくなりま
す。

ポートフォリオを作成するに
は、AWS Service Catalog ドキュ
メントの指示に従ってくださ
い。AWS CLI を使用している場
合は、コマンドの例を次に示し
ます。

aws servicecatalog create-
portfolio --provider-name 
 my-provider --display-name 
 my-portfolio

詳細については、AWS CLI ド
キュメントを参照してくださ
い。

AWS Service Catalog、IAM

CloudFormation テンプレートを
作成します。

CloudFormation リソースを説
明するテンプレートを作成しま
す。リソースプロパティ値は、
該当する場合はパラメータ化す
る必要があります。

AWS CloudFormation、JSON/
YAML

バージョン情報を使用して製品
を作成します。

CloudFormation テンプレート
は、AWS Service Catalog に公
開すると製品になります。バー
ジョンタイトルや説明など、オ
プションのバージョン詳細パラ
メータに値を指定します。これ
は、後で製品について問い合わ
せるときに役立ちます。

製品を作成するには、AWS 
Service Catalog のマニュアル
の指示に従ってください。AWS 

AWS Service Catalog
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/introduction.html
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https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/create-portfolio.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/create-portfolio.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/create-portfolio.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/productmgmt-cloudresource.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/productmgmt-cloudresource.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/productmgmt-cloudresource.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
CLI を使用している場合、コマン
ドの例を次に示します。

aws servicecatalog create-
product --cli-input-json 
 file://create-product-
input.json

ここで、create-product-
input.jsonは製品のパラ
メータを渡すファイルです。
このファイルの例については、
「追加情報」セクションを参
照してください。詳細について
は、AWS CLI ドキュメントを参
照してください。

制約を適用します。 スタックセットの制約をポート
フォリオに適用して、複数の 
AWS アカウント、リージョン、
権限などの製品デプロイオプ
ションを設定します。手順につ
いては、AWS Service Catalog の
ドキュメントを参照してくださ
い。

AWS Service Catalog

アクセス許可を追加します。 ユーザーに権限を与えて、ポー
トフォリオ内の製品を起動でき
るようにします。コンソールの
手順については、AWS Service 
Catalog のドキュメントを参照し
てください。AWS CLI を使用し
ている場合は、コマンドの例を
次に示します。

aws servicecatalog 
 associate-principal-with-
portfolio \ 
    --portfolio-id 
 port-2s6abcdefwdh4 \ 
    --principal-arn 
 arn:aws:iam::444455556666:role/
Admin \ 
    --principal-type IAM

詳細については、AWS CLI ド
キュメントを参照してくださ
い。

AWS Service Catalog、IAM
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https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/create-product.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/create-product.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/constraints-stackset.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/constraints-stackset.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/constraints-stackset.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/catalogs_portfolios_users.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/catalogs_portfolios_users.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/catalogs_portfolios_users.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/associate-principal-with-portfolio.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/associate-principal-with-portfolio.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/associate-principal-with-portfolio.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

製品をプロビジョニングしま
す。

プロビジョニングされた製品
は、製品のリソースインスタ
ンスです。 CloudFormation 
テンプレートに基づいて製品
をプロビジョニングすると、 
CloudFormation スタックとその
基礎となるリソースが起動しま
す。

スタックセットの制約に基づい
て、該当する AWS リージョン
とアカウントをターゲットにし
て製品をプロビジョニングしま
す。AWS CLI のコマンド例は次
のとおりです。

aws servicecatalog 
 provision-product \ 
    --product-id prod-
abcdfz3syn2rg \ 
    --provisioning-artifact-
id pa-abc347pcsccfm \ 
    --provisioned-product-
name "mytestppname3"

詳細については、AWS CLI ド
キュメントを参照してくださ
い。

AWS Service Catalog

関連リソース
リファレンス:

• AWS Service Catalog の概要
• AWS を使用する CloudFormation StackSets

チュートリアルとビデオ

• AWS re: Invent 2019: すべてを自動化:オプションとベストプラクティス (動画)

追加情報
create-productコマンドを使用すると、cli-input-jsonパラメータは製品所有者、サポート電子
メール、 CloudFormation テンプレートの詳細などの情報を指定するファイルを指します。このような
ファイルの例を次に示します。

{ 
   "Owner": "Test admin", 
      "SupportDescription": "Testing", 
         "Name": "SNS", 
            "SupportEmail": "example@example.com", 
            "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE", 
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https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/provision-product.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/provision-product.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/servicecatalog/provision-product.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/what-is_concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/using-stacksets.html
https://www.youtube.com/watch?v=bGBVPIpQMYk


AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS アカウントを AWS Organizations 

から AWS Control Tower に移行

               "AcceptLanguage": "en", 
                  "ProvisioningArtifactParameters": { 
                     "Description": "SNS product", 
                        "DisableTemplateValidation": true, 
                           "Info": { 
                              "LoadTemplateFromURL": "<url>" 
                     }, 
                           "Name": "version 1"
}

AWS メンバーアカウントを AWS Organizations か
ら AWS Control Tower に移行

ロドルフォ・ジュニアによって作成されました. セラーダ (AWS)

環境:プロダクション テクノロジー:管理とガバナンス; 
近代化

AWS サービス:AWS 
Organizations、AWS Control 
Tower

概要
このパターンでは、Amazon Web Services (AWS) アカウントを AWS Organizations (管理アカウントに
よって管理されるメンバーアカウント) から AWS Control Tower に移行する方法について説明します。ア
カウントを AWS Control Tower に登録すると、予防措置や探知対策のガードレールや、アカウントガバナ
ンスを効率化する機能を活用できます。また、AWS Organizations 管理アカウントが不正アクセスされ、
メンバーアカウントを AWS Control Tower の管理下にある新しい組織に移動したい場合も、メンバーアカ
ウントを移行することをお勧めします。 

AWS Control Tower は、AWS OrganiAWS Organizations を含む複数の AWS サービスの機能を組み合わせ
および統合するフレームワークを提供し、複数アカウント環境全体で一貫したコンプライアンスとガバナ
ンスを保証します。AWS Control Tower では、所定のルールや定義に従うことで、AWS Organizations 能
力を高めることができます。たとえば、ガードレールを使用して、セキュリティログと必要なクロスアカ
ウントアクセス許可が作成され、変更されないようにすることができます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 対象組織の AWS Organizations に AWS コントロールタワーをセットアップします (手順について

は、AWS Control Tower のドキュメントの「設定」を参照してください)
• AWS Control Tower (AWSControlTowerAdminsグループのメンバー) の管理者認証情報
• ソース AWS アカウントの管理者認証情報

機能制限

• AWS Organizations のソース管理アカウントは、AWS Control Tower のターゲット管理アカウントとは
異なる必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/setting-up.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

製品バージョン

• AWS Control Tower バージョン 2.3 (2020 年 2 月) 以降 (リリースノートを参照)

アーキテクチャ
次の図表は、移行プロセスおよびリファレンスアーキテクチャを示しています。このパターンでは、ソー
ス組織から AWS Control Tower の管理下にあるターゲット組織に AWS アカウントが移行されます。 

登録プロセスには、3 つのステップがあります。

1. アカウントは AWS Organizations 内のソース組織から離れます。
2. アカウントがスタンドアロンアカウントになります。つまり、どの組織にも属していないため、ガバナ

ンスと請求はアカウント管理者が独立して管理します。
3. 対象組織から、そのアカウントに組織への参加を促す招待状が送信されます。 
4. スタンドアロンアカウントが招待を受け入れ、対象組織のメンバーになります。
5. アカウントは AWS Control Tower に登録され、登録された組織単位 (OU) に移動されます。(AWS 

Control Tower ダッシュボードで登録を確認することをお勧めします)。この時点で、登録された OU で
有効になっているすべてのガードレールが有効になります。

Tools
AWS サービス

• AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを、お客様が作成して集中管理する単一のエンティ
ティ (組織) に統合できるようにする、アカウント管理サービスです。

• AWS Control Tower は、AWS クラウドにおいてすべてのAWS Organizations およびアカウント全体で
大規模にセキュリティ、オペレーション、およびコンプライアンスのルールを適用および管理するのに
役立ちます。

叙事詩
ソース組織からメンバーアカウントを削除する

タスク 説明 必要なスキル

メンバーアカウントがスタンド
アロンアカウントとして実行で
きることを確認します。

ソース組織を離れるメンバーア
カウントに、スタンドアロンア
カウントとして運営するために
必要な情報があることを確認し
ます。たとえば、メンバーアカ
ウントに請求情報がない場合、
そのメンバーアカウントはスタ
ンドアロンアカウントとしては
機能しません。これは、アカウ
ントが組織に紐付けられていな
い間に発生した請求対象の AWS 
アクティビティについて、AWS 
が支払い情報を使用して請求を
行うためです。

アカウント管理者

1210

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/release-notes.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
通常、AWS Organizations コン
ソール、API、または AWS コ
マンドラインインターフェイ
ス (CLI) コマンドを使用してメ
ンバーアカウントを作成した場
合、スタンドアロンアカウント
に必要な情報は自動的に収集さ
れません。この情報を追加する
には、アカウントにサインイン
し、サポートプラン、連絡先情
報、支払い方法を指定します。

組織からアカウントを削除する
前に知っておくべきことの詳細
については、AWS Organizations 
ドキュメントの「組織からアカ
ウントを削除する前に」を参照
してください。

メンバーアカウントを元の組織
から削除します。

AWS Organizations のドキュメ
ントの指示に従って、組織から
メンバーアカウントを削除しま
す。組織の管理アカウントにサ
インインしてメンバーアカウン
トを削除することも、メンバー
アカウントにサインインして組
織を退会することもできます。

アカウントを削除または退会す
るための管理者レベルの認証情
報がない場合は、組織の管理者
に支援を依頼してください。

メンバーアカウントにサポート
プラン、連絡先情報、または支
払い情報がない場合は、その情
報を入力して確認するように求
められます。

組織を離れると、AWS 
Organizations コンソールの 
[Getting Started] ページにリダイ
レクトされます。そこで、アカ
ウントの招待を表示できます。

重要:この時点では、アカウント
はスタンドアロンアカウントで
す。AWS 無料利用枠の対象とな
らないワークロードを実行して
いる場合は、アカウントに提供
した支払いおよび請求情報に基
づいて請求されます。

管理アカウント管理者またはア
カウント管理者
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https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_accounts_remove.html#orgs_manage_account-before-remove
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

そのメンバーアカウントが既に
ソース組織の一部ではないこと
を確認します。

AWS Organizations コンソール
に、「組織を脱退」ボタンが表
示されなくなるはずです。代わ
りに、他の組織からの保留中の
招待があれば、それが表示され
ます。

アカウント管理者

アカウントへのアクセスを付与
する IAM ロールを、退社した組
織から削除します。

ソース組織からアカウントを削
除しても、AWS Organizations 
または管理者によって作成され
た AWS ID およびアクセス管理 
(IAM) ロールは自動的に削除され
ません。ソース組織の管理アカ
ウントからのアクセスを終了す
るには、IAM ロールを手動で削
除する必要があります。詳細に
ついては、IAM ドキュメントの
「ロールまたはインスタンスプ
ロファイルを削除する」を参照
してください。

メンバーアカウントが組織を離
れると、そのアカウントにア
タッチされていたタグはすべて
削除されます。スタンドアロン
アカウントはタグをサポートし
ていません。

アカウント管理者

AWS Control Tower を使用して新しい組織に参加するよう招待します。

タスク 説明 必要なスキル

AWS Control Tower にサインイ
ンします。

AWS Control Tower コンソール
にサインインします。 

現在、ソース組織から AWS 
Control Tower が管理する OU 内
の組織に AWS アカウントを直
接移動する方法はありません。
ただし、AWS Control Tower ガ
バナンスを AWS Control Tower 
によって既に管理されている OU 
に登録すると、ガバナンスを既
存の AWS アカウントに拡張でき
ます。そのため、このステップ
では AWS Control Tower にログ
インする必要があります。

AWS Control Tower 管理者

メンバーアカウントを招待しま
す。

1. AWS Organizations コンソー
ルにサインインし、AWS アカ
ウントページに移動します。 

2. [AWS アカウントの追加] ペー
ジで、[既存の AWS アカウン
トの招待] を選択します。 

AWS Control Tower 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
3. 12 桁のアカウント番号 (ダッ

シュなし)、オプションの説明
とタグを含むアカウント情報
を入力し、[招待を送信] を選
択します。

重要:アカウント移管によってア
プリケーションやネットワーク
接続が影響を受けないことを確
認してください。

このアクションは、メンバーア
カウントへのリンクを記載した
招待メールを送信します。アカ
ウント管理者がリンクをたどっ
て招待を受け入れると、メン
バーアカウントが AWS アカウン
トページに表示されます。詳細
については、AWS Organizations 
ドキュメントの「組織への AWS 
アカウントの招待」を参照して
ください。

アプリケーションと接続をテス
トします。

メンバーアカウントが新しい
組織に登録されると、ルート
内の OU に表示されます。ま
た、AWS Control Tower の登録
済みの OU にまだ登録されてい
ないため、アカウントに登録さ
れていないというフラグが付い
て AWS Control Tower コンソー
ルにも表示されます。

以下について確認してくださ
い。

• AWS Control Tower ダッシュ
ボードをチェックして、ガー
ドレール違反がないかどうか
を確認してください。

• ネットワーク接続 (VPN または 
AWS Direct Connect) をチェッ
クして、転送の影響を受けて
いないことを確認します。

• (アプリケーション所有者) こ
のアカウントに関連付けられ
ているアプリケーションをテ
ストして、期待どおりに動作
し、依存関係がアカウント移
管の影響を受けていないこと
を確認します。

AWS Control Tower 管理者、メ
ンバーアカウント管理者、アプ
リケーション所有者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

登録用のアカウントを準備する

タスク 説明 必要なスキル

ガードレールを見直し、違反が
あれば修正してください。

ターゲット OU で定義されてい
るガードレール、特に予防ガー
ドレールを見直し、違反があれ
ば修正してください。 

AWS Control Tower landing zone 
をセットアップすると、多くの
必須の予防ガードレールがデ
フォルトで有効になります。
これらは無効にできません。ア
カウントを登録する前に、これ
らの必須のガードレールを確認
し、メンバーアカウントを (手動
またはスクリプトを使用して) 修
正する必要があります。

注:予防措置により、AWS 
Control Tower の登録アカウント
がコンプライアンスに準拠し、
ポリシー違反を防ぐことができ
ます。予防措置に違反すると、
入学に影響する可能性がありま
す。登録Detective 成功すると、
検出されたガードレール違反が 
AWS Control Tower ダッシュ
ボードに表示されます。登録プ
ロセスには影響しません。詳細
については、AWS Control Tower 
のガードレールを参照してくだ
さい。

AWS Control Tower 管理者、メ
ンバーアカウント管理者

ガードレールの違反を修正した
ら、接続の問題がないか確認し
てください。

ガードレール違反を修正するに
は、特定のポートを閉じるか、
サービスを無効にする必要があ
ります。アカウントを登録する
前に、これらのポートとサービ
スを使用するアプリケーション
が修正されていることを確認し
てください。

アプリケーションオーナー

AWS Control Tower にアカウントを登録します。

タスク 説明 必要なスキル

AWS Control Tower コンソール
にサインインします。

AWS Control Tower の管理
権限を持つサインイン認証情
報を使用してください。ルー
トユーザー (管理アカウント) 
の認証情報を使用して AWS 
Organizations アカウントを登
録しないでください。これによ

AWS Control Tower 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
り、エラーメッセージが表示さ
れます。

アカウントを登録します。 1. AWS Control Tower の 
[Account Factory] ページか
ら、[Enroll account] (アカウン
トの登録) を選択します。

2. 登録するアカウントに関連付
けられている E メールアド
レス、AWS Control Tower に
表示される表示名、IAM ID 
Center の E メールアドレス、
アカウント所有者の苗字、ア
カウントを登録する OU な
どの詳細を入力します。IAM 
Identity Center の E メールア
ドレスは、希望するユーザー
の E メールアドレスです。ア
カウントのメールアドレスと
同じメールアドレスを使用で
きます。

3. [Enroll account] (アカウントの
登録) を選択します。

詳細については、AWS Control 
Tower ドキュメントの「既存の
アカウントを登録する」を参照
してください。

AWS Control Tower 管理者

登録後にアカウントを確認してください

タスク 説明 必要なスキル

アカウントを確認してくださ
い。

AWS Control Tower から
[Accounts] (アカウント) を選択し
ます。登録したばかりのアカウ
ントの初期状態は「登録中」で
す。登録が完了すると、状態が
「登録済み」に変わります。

AWS Control Tower 管理者、メ
ンバーアカウント管理者

ガードレール違反がないか確認
してください。

OUで定義されているガードレー
ルは、登録されたメンバーアカ
ウントに自動的に適用されま
す。AWS Control Tower のダッ
シュボードで違反を監視し、そ
れに応じて修正します。詳細に
ついては、AWS Control Tower 
のガードレールを参照してくだ
さい。

AWS Control Tower 管理者、メ
ンバーアカウント管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
トラブルシューティング

トラブルシューティング

問題 解決策

「不明なエラーが発生しました」というエラー
メッセージが表示されます。後でもう一度試す
か、AWS Support に連絡してください。

このエラーは、AWS Control Tower のルートユー
ザー認証情報 (管理アカウント) を使用して新しい
アカウントを登録したときに発生します。AWS 
Service Catalog では、Account Factory リのポート
フォリオまたは製品をルートユーザーにマッピン
グできないため、エラーメッセージが表示されま
す。このエラーを修正するには、root 以外のフル
アクセスユーザー (管理者) 認証情報を使用して新
しいアカウントを登録します。管理ユーザーにと
管理アクセスを割り当てる方法については、AWS 
Control

AWS Control Tower のアクティビティページに
は、「壊滅的なドリフトを取得」アクションが表
示されます。

このアクションはサービスのドリフトチェックを
反映したもので、AWS Control Tower のセット
アップに問題があることを示すものではありませ
ん。アクションは必要ありません。

関連リソース
ドキュメント

• AWS Organizations 用語と概念 (AWS Organizations ドキュメント)
• AWS Control Tower とは (AWS Control Tower のドキュメント)
• 組織からメンバーアカウントを削除する (AWS Organizations ドキュメント)
• AWS Control Tower での管理者アカウントの作成 (AWS Control Tower のドキュメント)

チュートリアルとビデオ

• AWS Control Tower ワークショップ (自習型ワークショップ)
• AWS Control Tower とは (ビデオ)
• AWS Control Tower でのユーザーのプロビジョニング (動画)
• 既存の組織で AWS Control Tower を有効にする

AWS Organizations でプログラムによるアカウント
閉鎖のアラートを設定する

リチャード・ミルナー・ワッツ (AWS)、デボジット・バドラ (AWS)、マナブ・ヤダブ (AWS) が作成

code repository

• AWS アカウント閉鎖通知

環境:プロダクション テクノロジー:管理とガバナンス
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

AWS サービス:AWS、 
CloudTrail EventBridgeアマ
ゾン、AWS Lambda、AWS 
Organizations、Amazon SNS

概要
AWS Organizations 用 CloseAccount API を使用すると、ルート認証情報を使用してアカ
ウントにログインしなくても、組織内のメンバーアカウントをプログラムで閉鎖できま
す。RemoveAccountFromOrganization API は AWS Organizations の組織からアカウントを引き出すの
で、そのアカウントはスタンドアロンアカウントになります。

これらの API により、AWS アカウントを閉鎖または削除できるオペレーターの数が増える可能性があり
ます。AWS Organizations 管理アカウントの AWS Identity and Access Management (IAM) を通じて組織に
アクセスできるすべてのユーザーは、これらの API を呼び出すことができるため、アクセスは、関連する
多要素認証 (MFA) デバイスを持つアカウントのルート E メールの所有者に限定されません。

このパターンでは、CloseAccountとRemoveAccountFromOrganization API が呼び出されたときに
アラートが表示されるため、これらのアクティビティを監視できます。アラートには、Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) トピックを使用します。ウェブフックを使って Slack 通知を設定する
こともできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Organizations の組織
• 組織のルートにある組織管理アカウントにアクセスして、必要なリソースを作成します

機能制限

• AWS Organizations API リファレンスで説明されているように、CloseAccountこの API では、30 日
以内に閉鎖できるのはアクティブなメンバーアカウントの 10% だけです。

• AWS アカウントが閉鎖されると、そのステータスは SUSPENDED に変更されます。このステータス移
行後 90 日間、AWS Support はアカウントを再開できます。90 日後、アカウントは完全に削除されま
す。

• AWS Organizations 管理アカウントと API にアクセスできるユーザーには、これらのアラートを無効に
する権限がある場合もあります。誤って削除することではなく悪意のある行為が主な懸念事項である場
合は、このパターンによって作成されたリソースを IAM 権限の境界で保護することを検討してくださ
い。

• APIRemoveAccountFromOrganization は、米国東部 (バージニア北部) リージョン () を呼び出し、
処理します。CloseAccount us-east-1そのため、イベントを観察するにはus-east-1、このソ
リューションを導入する必要があります。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Organizations
• AWS CloudTrail
• アマゾン EventBridge
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

• AWS Lambda
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、このパターンのソリューションアーキテクチャを示しています。

1. AWS OrganizationsCloseAccountRemoveAccountFromOrganization はリクエストを処理しま
す。

2. Amazon EventBridge は AWS と統合され、 CloudTrail これらのイベントをデフォルトのイベントバス
に配信します。

3. カスタム Amazon EventBridge ルールは AWS Organizations のリクエストと一致し、AWS Lambda 関
数を呼び出します。

4. Lambda 関数は SNS トピックにメッセージを配信し、ユーザーはこれを購読してメールアラートやそ
の他の処理を受けることができます。

5. Slack 通知が有効になっている場合、Lambda 関数は Slack ウェブフックにメッセージを配信します。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation では、インフラストラクチャをコードとして扱うことで、関連する AWS とサー
ドパーティのリソースのコレクションをモデル化し、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニングし、ラ
イフサイクルを通じて管理することができます。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するために使用で
きるサーバーレスのイベントバスサービスです。 EventBridge 環境の変化の指標であるイベントを受け
取り、そのイベントをターゲットにルーティングするルールを適用します。ルールは、イベントパター
ンと呼ばれるイベントの構造、またはスケジュールのいずれかに基づいて、イベントをターゲットに
マッチングさせます。

• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードの実行用のサポートを提供
するコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 秒あたり数千から 1 
秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケーリングします。料金は、使用したコンピューティング時
間のみ発生します。実行中でなければコードに課金されることはありません。

• AWS Organizations により、AWS リソースの成長や拡張に伴い、環境の一元管理およびガバナンスを支
援します。AWS Organizations を使用すること、プログラムAWS アカウントの新規作成、リソースの割
り当て、ワークフローの整理のためのアカウントのグループ化、ガバナンスのアカウントまたはグルー
プへのポリシーを適用します。

• AWS は AWS CloudTrail インフラストラクチャ全体のアカウントアクティビティを監視および記録し、
ストレージ、分析、および修復アクションを制御できるようにします。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、(A2A) 通信と application-to-application 
application-to-person (A2P) 通信の両方に対応する完全マネージド型のメッセージングサービスです。

その他のツール

• AWS Lambda Powertools for Python ライブラリは、Lambda 関数のトレーシング、ロギング、メトリク
ス、およびイベント処理機能を提供するユーティリティのセットです。

Code

このパターンのコードは、 GitHub AWS Account Closer Notifier リポジトリにあります。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

ソリューションには、 CloudFormation このパターンのアーキテクチャをデプロイするテンプレートが含
まれています。AWS Lambda Powertools for Python ライブラリを使用してロギングとトレースを行いま
す。

叙事詩
アーキテクチャをデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation ソリューション
スタックのテンプレートを起動
します。

CloudFormation このパターンの
テンプレートは、GitHub リポジ
トリのメインブランチにありま
す。IAM ロール、 EventBridge 
ルール、Lambda 関数、SNS ト
ピックをデプロイします。

テンプレートを起動するには:

1. GitHub リポジトリをクローン
して、ソリューションコード
のコピーを取得します。

2. AWS Organizations の管理ア
カウントの AWS マネジメン
トコンソールを開きます。

3. 米国東部 (バージニア北部) 
リージョン (us-east-1) を
選択し、CloudFormation コン
ソールを開きます。

4. account-closure-
notifier.ymlテンプレート
を使用して次の値を指定して
スタックを作成します。 
• スタック名:aws-account-
closure-notifier-
stack 

• ResourcePrefixパラ
メータ:aws-account-
closure-notifier

• SlackNotificationパラ
メータ:Slack 通知が必要な
場合は、trueこの設定をに
変更してください。

• SlackWebhookEndpointパ
ラメータ:Slack 通知が必要
な場合は、ウェブフック 
URL を指定します。

CloudFormation スタックの起
動の詳細については、AWS の
ドキュメントを参照してくださ
い。

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ソリューションが正常に起動し
たことを確認します。

1. CloudFormation ス
タックのステータスが 
CREATE_COMPLETE になる
までお待ちください。

2. EventBridge でコンソールを開
きますus-east-1。

3. その名前で新しいルールが作
成されていることを確認しま
すaws-account-closure-
notifier-event-rule。

AWS 管理者

SNS トピックを購読します。 (オプション) SNS トピックを購
読する場合:

1. で Amazon SNS コンソー
ルを開きus-east-1、とい
う名前のトピックを探しま
すaws-account-closure-
notifier-sns-topic。

2. トピック名を選択し、[サブス
クリプションの作成] を選択し
ます。

3. [Protocol] (プロトコル) で
[Email] (E メール) を選択しま
す。

4. 「エンドポイント」で、通知
を受け取るメールアドレスを
指定し、「サブスクリプショ
ンを作成」を選択します。

5. E メールの受信箱に AWS 通
知からのメッセージがないか
確認してください。このメー
ル内のリンクを使用して、サ
ブスクリプションを確認しま
す。

SNS 通知をセットアップする詳
しい方法については、Amazon 
SNS のドキュメントを参照して
ください。

AWS 管理者

ソリューションの検証

タスク 説明 必要なスキル

テストイベントをデフォルトの
イベントバスに送信します。

GitHub リポジトリには、 
EventBridge テスト用にデフォ
ルトのイベントバスに送信でき
るサンプルイベントが用意され
ています。 EventBridge ルール
は、account.closure.notifierカ

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
スタムイベントソースを使用す
るイベントにも反応します。

注: CloudTrail イベントを AWS 
サービスとして送信することは
できないため、イベントソース
を使用してこのイベントを送信
することはできません。

テストイベントを送信するには:

1. EventBridge でコンソールを開
きますus-east-1。

2. ナビゲーションペインの [バ
ス] で、[イベントバス] を選択
し、既定のイベントバスを選
択します。

3. [イベントを送信] を選択しま
す。

4. [イベントソース] 
に、と入力しま
すaccount.closure.notifier。

5. [Detail type] (詳細タイプ) を使
用する場合、AWS API Call 
via CloudTrail と入力しま
す。

6. イベントの詳細につい
ては、tests/dummy-
event.json GitHub リポジト
リのコンテンツをコピーして
テキストボックスに貼り付け
ます。

7. [送信] を選択して通知ワーク
フローを開始します。

E メール通知が受信されたことを
確認します。

SNS トピックを購読している
メールボックスに通知がないか
確認してください。閉鎖された
アカウントと API 呼び出しを
実行したプリンシパルの詳細が
記載されたメールが届くはずで
す。

AWS 管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

Slack 通知が受信されたことを確
認します。

(オプショ
ン)SlackWebhookEndpoint
CloudFormation テンプレートを
デプロイしたときにパラメータ
にウェブフック URL を指定した
場合は、ウェブフックにマップ
されている Slack チャンネルを
確認してください。クローズさ
れたアカウントと API 呼び出し
を実行したプリンシパルの詳細
を含むメッセージが表示されま
す。

AWS 管理者

関連リソース
• CloseAccount アクション (AWS Organizations API リファレンス)
• RemoveAccountFromOrganization アクション (AWS Organizations API リファレンス)
• Python 用 AWS Lambda パワーツール

その他のパターン
• AWS CDK を使用して AWS Service Catalog ポートフォリオと製品デプロイを自動化する (p. 688)
• Azure AD を使用する AWS マルチアカウント環境の SAML 2.0 フェデレーションを自動化す

る (p. 2348)
• クラウドカストディアンと AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS 管理ポリシーを EC2 イ

ンスタンスプロファイルに自動的にアタッチします。 (p. 710)
• 一元化されたロギングと複数アカウントのセキュリティガードレール (p. 2417)
• 起動時に EC2 インスタンスに必須タグがないか確認する (p. 970)
• Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステムを

マウントします。 (p. 251)
• AWS Config および AWS Systems Manager を使用して、使用されていない Elastic Block Store 

(Amazon EBS) ボリュームを、AWS Config および AWS システムマネージャーを使用して削除しま
す。 (p. 2453)

• AWS、AWS、AWS を使用して複数の AWS CodePipeline リージョンにコードをデプロイする 
CodeCommit CodeBuild (p. 805)

• を使用して AWS IAM ID センター ID とその割り当てのレポートをエクスポートします。 
PowerShell (p. 2496)

• Troposphere を使用して AWS Config 管理ルールを含む AWS CloudFormation テンプレートを生成しま
す。 (p. 822)

• SageMaker ノートブックインスタンスに別の AWS CodeCommit アカウントのリポジトリへの一時的な
アクセスを許可する (p. 826)

• Step Functions と Lambda プロキシ関数を使用して AWS CodeBuild アカウント全体でプロジェクトを
開始する (p. 843)

• ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行する (p. 1790)
• IAM ルートユーザーのアクティビティを監視 (p. 2540)
• AWS CodeCommit イベントからカスタムアクションを実行する (p. 854)
• AWS Config をと統合した後に CMDB にデータを入力します ServiceNow (p. 1967)
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その他のパターン

• 非ワークロードサブネットのマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節
約 (p. 1007)

• コンテナを再起動せずにデータベースの認証情報を更新する (p. 376)
• AWS Organizations を使用してTransit Gateway の添付ファイルに自動的にタグを付ける (p. 2298)
• BMC Discoveryクエリを使用して、移行計画に必要な移行データを抽出します (p. 1566)
• Amazon を使用するすべての AWS アカウントの IAM 認証レポートを視覚化 QuickSight (p. 137)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon MQ の RabbitMQ 設定を自動化する

メッセージとコミュニケーション
トピック

• Amazon MQ の RabbitMQ 設定を自動化する (p. 1224)
• Amazon Connect コンタクトセンターのエージェントワークステーションの通話品質を向上 (p. 1229)
• その他のパターン (p. 1238)

Amazon MQ の RabbitMQ 設定を自動化する
ヨゲシュ・バティア (AWS) とアフロズ・カーン (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:メッセージングと
通信 DevOps; インフラストラク
チャ

AWS サービス:Amazon MQ; 
AWS CloudFormation

概要
Amazon MQは、多くの一般的なメッセージブローカーとの互換性を提供するマネージドメッセージブ
ローカーサービスです。Amazon MQ と RabbitMQ を併用すると、複数のブローカーと設定オプション
を備えたAmazon Web Services (AWS) クラウドで管理される堅牢な RabbitMQ クラスターが提供されま
す。Amazon MQ は、可用性が高く安全でスケーラブルなインフラストラクチャを提供し、1 秒間に大量
のメッセージを簡単に処理できます。複数のアプリケーションが、さまざまな仮想ホスト、キュー、エ
クスチェンジを備えたインフラストラクチャを使用できます。ただし、これらの構成オプションを管理し
たり、インフラストラクチャを手動で作成したりするには、時間と労力が必要になる場合があります。こ
のパターンは、RabbitMQ の設定を 1 つのファイルで 1 ステップで管理する方法を示しています。このパ
ターンで提供されるコードは、Jenkins や Bamboo などの継続的インテグレーション (CI) ツールに埋め込
むことができます。 

このパターンを使用して、任意の RabbitMQ クラスターを構成できます。必要なのはクラスターへの接続
だけです。RabbitMQ の構成を管理する方法は他にもたくさんありますが、このソリューションではアプ
リケーション構成全体を 1 ステップで作成できるため、キューやその他の詳細を簡単に管理できます。

前提条件と制限
前提条件

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされ、お客様の AWS アカウントを指すよう
に設定されています (手順については、AWS CLI のドキュメントを参照してください)

• Ansible がインストールされているので、プレイブックを実行して構成を作成できます
• rabbitmqadmin がインストールされています (手順については、RabbitMQ のマニュアルを参照してくだ

さい)
• Amazon MQ 内の RabbitMQ クラスター。正常な Amazon CloudWatch メトリックスを使用して作成さ

れています。

その他の要件

• 仮想ホストとユーザーの構成は、JSON の一部としてではなく、別々に作成してください。
• 設定 JSON がリポジトリの一部であり、バージョン管理されていることを確認してください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• rabbitmqadmin CLI のバージョンは RabbitMQ サーバーのバージョンと同じでなければならないため、
最適なオプションは RabbitMQ コンソールから CLI をダウンロードすることです。

• パイプラインの一環として、実行するたびに JSON 構文が検証されていることを確認してください。

製品バージョン

• AWS CLI バージョン 2.0
• アンシブルバージョン 2.9.13
• rabbitmqadmin バージョン 3.9.13 (RabbitMQ サーバーのバージョンと同じでなければなりません)

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• 既存のオンプレミス仮想マシン (VM) で実行されている RabbitMQ クラスター、または Kubernetes クラ
スター (オンプレミスまたはクラウド)

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon MQ for RabbitMQ

ターゲットアーキテクチャ

RabbitMQ を設定するには、複数の方法があります。このパターンでは、1 つの JSON ファイルに
すべての設定が含まれるインポート設定機能を使用します。このファイルはすべての設定を適用
し、Bitbucket や Git などのバージョン管理システムで管理できます。このパターンでは、Ansible を使用
して rabbitmqadmin CLI を介して設定を実装します。

Tools
Tools

• rabbitmqadmin は RabbitMQ HTTP ベースの API 用のコマンドラインツールです。RabbitMQ ノードと
クラスターの管理と監視に使用されます。

• Ansible は、アプリケーションと IT インフラストラクチャを自動化するためのオープンソースツールで
す。

• AWS CLI では、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスと対話することができま
す。 

AWS サービス

• Amazon MQ はクラウド内のメッセージブローカーブローカーサービスで、クラウドでのメッセージブ
ローカーサービスです。

• AWS CloudFormation では、インフラストラクチャをコード化して AWS インフラストラクチャをセッ
トアップし、クラウドプロビジョニングをスピードアップできます。

Code

このパターンで使用される JSON 設定ファイルと Ansible プレイブックのサンプルが添付ファイルに含ま
れています。
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叙事詩

叙事詩
AWS インフラストラクチャの作成

タスク 説明 必要なスキル

AWS で RabbitMQ クラスターを
作成します。

RabbitMQ クラスターをまだ
お持ちでない場合は、AWS
を使用してスタックをまだ
お持ちでない場合は、AAWS 
CloudFormation を使用して作成
してください。または、Ansible 
の Cloudformation モジュール
を使用してスタックを作成する
こともできます。後者の方法で
は、Ansible を RabbitMQ インフ
ラストラクチャの作成と構成の
管理の両方のタスクに使用でき
ます。 

AWS CloudFormation、アンシブ
ル

Amazon MQ for RabbitMQ

タスク 説明 必要なスキル

プロパティファイルを作成しま
す。

添付ファイルの JSON 設定ファ
イル (rabbitmqconfig.json) 
をダウンロードする
か、RabbitMQ コンソールから
エクスポートします。 これを修
正して、キュー、エクスチェン
ジ、バインディングを設定しま
す。この構成ファイルでは、以
下を示します。

-次の 2 つのキューを作成しま
す。sample-queue1sample-
queue2 

-2 つの取引所を作成:sample-
exchange1とsample-
exchange2

-キューとエクスチェンジ間のバ
インディングを実装します

これらの設定は、rabbitmqadmin
の必要に応じてルート (/) 仮想ホ
ストの下で行われます。 

JSON

RabbitMQ インフラストラクチャ
用 Amazon MQ の詳細を取得し
ます。

AWS の RabbitMQ インフラスト
ラクチャに関する以下の詳細を
取得します。

• ブローカー名
• RabbitMQ

AWS CLI、Amazon MQ
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• RabbitMQ ユーザー名 (クラス

ター作成時に作成された管理
者ユーザー)

• RabbitMQ

AWS マネジメントコンソールま
たは AWS CLI を使用して、この
情報を取得してください。これ
らの詳細により、Ansible プレイ
ブックを AWS アカウントに接続
し、RabbitMQ クラスターを使用
してコマンドを実行できます。

重要:Ansible Playbook を実行す
るコンピューターは AWS アカウ
ントにアクセスできる必要があ
り、前提条件セクションで説明
されているように AWS CLI がす
でに設定されている必要があり
ます。

hosts_var ファイルを作成しま
す。

Ansiblehosts_var 用のファ
イルを作成し、すべての変数
がファイルに定義されている
ことを確認します。Ansible 
Vault を使用してパスワードを
保存することを検討してくださ
い。hosts_varファイルは次の
ように構成できます (アスタリス
クを自分の情報に置き換えてく
ださい)。

RABBITMQ_HOST: 
 "***********.mq.us-
east-2.amazonaws.com"
RABBITMQ_VHOST: "/"
RABBITMQ_USERNAME: "admin"
RABBITMQ_PASSWORD: "*******"

Ansible

1227



AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

Ansible プレイブックを作成しま
す。

プレイブックのサンプルにつ
いては、ansible-rabbit-
config.yaml添付のを参照
してください。このファイル
をダウンロードして保存しま
す。Ansible Playbook は、ア
プリケーションが必要とする
キュー、交換、バインディング
など、すべての RabbitMQ 設定
をインポートして管理します。 

パスワードの保護など、Ansible 
プレイブックのベストプ
ラクティスに従ってくださ
い。Ansible Vault を使用してパ
スワードを暗号化し、暗号化さ
れたファイルから RabbitMQ パ
スワードを取得します。

Ansible

構成のデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

プレイブックを実行してくださ
い。

前のエピックで作成した Ansible 
プレイブックを実行します。

ansible-playbook ansible-
rabbit-config.yaml

RabbitMQ コンソールで新しい設
定を確認できます。

RabbitMQ、Amazon 
MQ、Ansible

関連リソース
• RabbitMQ から Amazon MQ への移行 (AWS ブログ投稿)
• 管理コマンドラインツール (RabbitMQ ドキュメント)
• AWS CloudFormation スタックの作成または削除 (Ansible ドキュメント)
• メッセージ駆動型アプリケーションの RabbitMQ 用 Amazon MQ への移行 (AWS ブログ投稿)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon Connect のエージェント

ワークステーションの通話品質を向上

Amazon Connect コンタクトセンターのエージェン
トワークステーションの通話品質を向上

アーネスト・オズドバ (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: メッセージングと
通信; エンドユーザーコンピュー
ティング

AWS サービス: Amazon Connect

概要
コール品質の問題は、コンタクトセンターでトラブルシューティングするのが最も難しい問題の1つです。
音声品質の問題や複雑なトラブルシューティング手順を回避するには、エージェントの作業環境とワー
クステーションの設定を最適化する必要があります。このパターンは、Amazon Connect コンタクトセン
ターのエージェントワークステーションの音声品質最適化手法を示しています。以下の領域での推奨事項
が記載されています。

• 作業環境の調整。エージェントの周囲は、ネットワーク上での音声の伝送方法には影響しませんが、通
話品質には影響します。 

• エージェントワークステーション設定。コンタクトセンターのワークステーションのハードウェアと
ネットワーク構成は、通話品質に大きな影響を与えます。

• ブラウザ設定。エージェントはウェブブラウザを使用して Amazon Connect コンタクトコントロールパ
ネル（CPP）ウェブサイトにアクセスし、顧客と通信するため、ブラウザの設定が通話品質に影響を与
える可能性があります。

次のコンポーネントも通話品質に影響する可能性がありますが、これらはワークステーションの範囲外で
あり、このパターンには含まれていません。

• トラフィックは AWS Direct Connect、フルトンネル VPN、またはスプリットトンネル VPN を介して
Amazon Web Services (AWS) クラウドに流れます。 

• 本社のオフィス内外で作業する場合のネットワーク条件
• 公衆交換電話網 (PSTN) 接続
• お客様のデバイスと電話会社
• 仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) の設定

これらの分野に関する詳細については、Amazon Connect ドキュメントの「コンタクトコントロールパネ
ル (CPP) に関する一般的な問題」と「エンドポイントテストユーティリティの使用」を参照してくださ
い。

前提条件と制限
前提条件

• ヘッドセットとワークステーションは Amazon Connect 管理者ガイドで指定された要件に準拠している
必要があります。 

機能制限
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アーキテクチャ

• このパターンの最適化手法は、ソフトフォンの音声品質に適用されます。Amazon Connect CPP をデス
クフォンモードに設定する場合は適用されません。ただし、ソフトフォンの設定で通話の音声品質が許
容範囲に収まらない場合は、デスクフォンモードを使用できます。

製品バージョン

• サポートされているブラウザとバージョンについては、Amazon Connect 管理者ガイドを参照してくだ
さい。

アーキテクチャ
このパターンはエージェントワークステーションの設定を対象としているため、アーキテクチャには依存
しません。次の図に示すように、エージェントからカスタマーへの音声パスは、エージェントのヘッド
セット、ブラウザ、オペレーティングシステム、ワークステーションハードウェア、およびネットワーク
の影響を受けます。

Amazon Connect コンタクトセンターでは、ユーザーの音声接続は WebRTC を使用して確立されます。音
声はOpusのインタラクティブオーディオコーデックでエンコードされ、転送中はセキュアリアルタイム転
送プロトコル（SRTP）で暗号化されます。VPN、プライベート WAN/LAN、ISP ネットワークなど、他の
ネットワークアーキテクチャも可能です。

Tools
• Amazon Connect エンドポイントテストユーティリティ — このユーティリティは、ネットワーク接続と

ブラウザ設定をチェックします。
• WebRTC 設定用のブラウザ設定エディター:

• Firefox の場合:概要:config
• クロームの場合:クローム://フラグ

• CCP ログパーサー — このツールは、トラブルシューティングを目的として CCP ログを分析するのに役
立ちます。

叙事詩
作業環境の調整

タスク 説明 必要なスキル

バックグラウンドノイズを減ら
します。

騒々しい環境は避けてくださ
い。これが不可能な場合は、
以下の防音対策のヒントを参考
にして環境を最適化してくださ
い。

• カーテン、カーペット、柔ら
かい家具などの消音面を使用
して騒音を吸収します。

• デスク間にバリアを設けるこ
とで騒音を遮断します。

• 集中力を高め、プライバシー
を確保するために、ホワイト

エージェント、マネージャー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ノイズジェネレーターなどの
アクティブノイズキャンセル
（ANC）ソリューションを検
討するか、ノイズキャンセリ
ングヘッドセットを使用して
ください。

• 通話中のエコーを防止しま
す。空いているスペースが大
きくなると、エコー効果が発
生したり、ノイズが増幅した
りすることがあります。音が
跳ね返る可能性のある表面を
覆うと、エコーを減らすのに
役立ちます。

エージェントワークステーション設定の最適化

タスク 説明 必要なスキル

適切なヘッドセットを選択して
ください。

• 騒々しい環境では、ステレオ
ヘッドセットを選択してくだ
さい。両耳に音を届けると、
エージェントは集中して顧客
の声を聞きやすくなり、エー
ジェントが声を上げる可能性
が低くなるため、全体的なノ
イズが軽減されます。

• 大音量のスピーカーや内蔵コ
ンピューターオーディオの
使用は避けてください。最高
の品質を得るには、コンタク
トセンター専用の有線ヘッド
セットを使用してください。
ワイヤレスヘッドセットは
便利ですが、電波干渉やトラ
ンスコーディングが原因で、
オーディオの遅延やオーディ
オ品質の低下の原因となる場
合があります。

エージェント、マネージャー

ヘッドセットは、目的どおりに
使用してください。

• ヘッドセットのアクティブノ
イズキャンセリング機能と
音声強調機能があれば、それ
らを有効にします。ANC や 
ANR などの設定を探してくだ
さい。これらの設定を有効に
する手順については、ヘッド
セットのユーザーマニュアル
を参照してください。

• マイクに向かって直接話せる
ようにマイクを調整してくだ
さい。マイクロホンの最適な
位置は、あごのすぐ下です。

エージェント

1231



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
正しく配置すると、サウンド
レベルに10デシベル（dB）の
差が生じることがあります。
ほとんどのヘッドセットで
は、マイクアーム（ブーム）
を回転または曲げることがで
きるため、話しているときは
マイクアームを正しい位置に
置いておくことが重要です。 

• 一部のヘッドセットには、複
数のマイクと、音声ビーム
フォーミングなどの高度な機
能が搭載されているため、音
声をスムーズにキャプチャで
きます。製造元の意図どおり
にメインマイクを使用してい
ることを確認するには、デバ
イスのユーザーマニュアルを
参照してください。

ワークステーションのリソース
をチェックしてください。

エージェントのコンピューター
のパフォーマンスが良いこと
を確認してください。リソー
スを消費するサードパーティ
アプリケーションを使用して
いる場合、そのコンピューター
は CCP を実行するための最小
ハードウェア要件を満たして
いない可能性があります。エー
ジェントに通話品質の問題が
発生した場合は、十分な処理能
力（CPU）、ディスク容量、
ネットワーク帯域幅、CCPに使
用できるメモリがあることを確
認してください。エージェント
は、CPPのパフォーマンスと通
話品質を向上させるために、不
要なアプリケーションやタブを
すべて閉じてください。

管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

オペレーティングシステムのサ
ウンド設定を行います。

通常、マイクのレベルとブース
トのデフォルト設定は正常に機
能します。アウトバウンドボイ
スが小さかったり、マイクが拾
われすぎている場合は、これら
の設定を調整すると役立つ場合
があります。マイクの設定は、
コンピューターのシステムサウ
ンド設定（サウンド、macOSの
場合は入力、Windowsの場合は
マイクのプロパティ）にありま
す。音声品質に影響する可能性
のある詳細設定には、システム
ツールまたはサードパーティア
プリケーションからアクセスで
きます。確認できる設定をいく
つか以下に示します。

• サンプルレート — この値
は、1 秒間にサウンドをプロー
ブする回数を決定します。
デフォルト設定は通常 44 ま
たは 48 キロヘルツ (kHz) で
す。Amazon Connect の最適
値は 48 kHz です。ブラウザ
の設定を使用してデフォル
ト値をオーバーライドできま
す。詳細については、Amazon 
Connect 管理者ガイドのトラ
ブルシューティングセクショ
ンを参照してください。

• ゲイン — この値は、マイクが
サウンドをどれだけ増幅する
かを決定します。ゲインを上
げると、マイクが周囲の雑音
をより多く拾う可能性があり
ます。 

• ビット深度 — このデジタル解
像度値は、認識されているサ
ウンド振幅のレベル数を示し
ます。ビット深度が高いほど
音質が良く聞こえます。ただ
し、従来のテレフォニーネッ
トワークの多くは、8 ビットの
解像度しかサポートしないパ
ルスコード変調 (PCM) 規格を
使用しています。

• オープンスレッショルド — マ
イクロホンが拾う音の振幅の
最小値です。 

音声品質に問題がある場合は、
さらに調査する前に、これらの

エージェント、管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
値をデフォルト設定に戻してみ
てください。

これらや他の調整可能な設定の
詳細については、デバイスのマ
ニュアルを参照してください。

有線ネットワークを使用してく
ださい。

通常、有線イーサネットは遅延
が少ないため、音声データ伝送
に必要な一貫した伝送品質を実
現しやすくなります。 1 コール
あたり最低 100 KB の帯域幅を推
奨します。 

• エージェントが在宅勤務の場
合は、有線接続によるワイ
ヤレス接続をお勧めします。
顧客の声を聞くのに 150 ミ
リ秒以上はかからないはずで
す。Amazon Connect のレイ
テンシーテストには、Amazon 
Connect エンドポイントテス
トユーティリティからアク
セスできます。ただし、この
ユーティリティはブラウザか
ら Amazon Connect リージョ
ンまでの遅延を測定します
が、お客様への遅延は測定し
ません。150ミリ秒の片道遅延
の推奨により、エージェント
とカスタマーが互いに話し合
うことを防ぎます。値は端か
ら端まで測定され、Amazon 
Connect リージョンと顧客と
の間の通話の一部を含め、各
要素によって遅延が発生しま
す。

• エージェントがオフィスで作
業している場合は、パラメー
タが推奨範囲内で、リアルタ
イム転送プロトコル（RTP）
トラフィックが優先される限
り、企業の Wi-Fi でも問題あり
ません。

ネットワーク管理者、エージェ
ント
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ハードウェアドライバーを更新
します。

USB または独自のファームウェ
アを備えたその他のタイプの
ヘッドセットを使用する場合
は、最新バージョンで最新の状
態に保つことをお勧めします。
補助ポートを使用するシンプル
なヘッドセットは、コンピュー
ターの内蔵オーディオデバイ
スを使用するため、オペレー
ティングシステムのハードウェ
アドライバーが最新であること
を確認してください。まれに、
オーディオドライバーの更新に
よってオーディオの問題が発生
することがあり、それを元に戻
す必要がある場合があります。
ファームウェアとドライバーの
バージョンの変更の詳細につい
ては、デバイスのマニュアルを
参照してください。

管理者

USB ハブとドングルは避けてく
ださい。

ヘッドセットを接続するとき
は、ドングル、ポートタイプコ
ンバーター、ハブ、延長ケーブ
ルなどの追加デバイスを避けて
ください。

これらのデバイスは通話品質に
影響する可能性があります。代
わりに、デバイスをコンピュー
ターのポートに直接Connect し
てください。

エージェント
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

CCP ログをチェックしてくださ
い。

CCP ログパーサーを使用する
と、アプリケーションログを簡
単に確認できます。

1. 通話後に CCP ログをダウン
ロードします。

2. CCP ログパーサーを開きま
す。

3. ログファイルをドラッグアン
ドドロップして、分析用のロ
グをアップロードします。

4. ログが分析されると、「ス
ナップショットとログ」タ
ブがデフォルトで選択されま
す。その横にある [メトリック
ス] タブを選択してインサイト
を確認します。

5. WebRTC メトリクス-
audio_input セクションで、以
下を確認してください。
• オーディオレベルグラフ。

受信したオーディオレベル
が0を超えているかどうかを
確認します。これは発信者
から音声が受信されたこと
を示します。

• 失われたパケットのパケッ
トグラフ。このグラフで
大幅な増加が見られる場合
は、ITサポートチームに連
絡してください。

6. WebRTC メトリクス-
audio_output セクションで、
以下を確認してください。
• オーディオレベルグラフ。

オーディオがデバイスから
送信されたことを確認でき
ます。

• パケットグラフ。パケット
ロスが急増した場合は、IT 
サポートチームに報告して
ください。

• ジッターバッファーと RTT
のグラフ。ラウンドトリッ
プタイム（RTT）の値が300
を超えると、コールエクス
ペリエンスに影響します。
これらをITサポートチーム
に報告してください。

エージェント (上級スキル)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

ブラウザ設定の最適化

タスク 説明 必要なスキル

WebRTC の設定をデフォルトに
戻します。

CCP でソフトコールを行うに
は WebRTC を有効にする必要が
あります。WebRTC 関連の機能
は、デフォルトのままにするこ
とをお勧めします。 

• Chrome では、chrome: //flags
というURLに移動してフラグ
を設定できます。検索ボック
スに「WebRTC」と入力して 
CCP に干渉する可能性のある
設定を見つけ、それらを [デ
フォルト] に設定します。 

• Firefox では、アドレスバー
に about: config と入力し、
設定ページの検索ボックスに
「WebRTC」と入力します。
デフォルト以外の設定は太字
で表示され、デフォルトに変
更できます。

管理者

トラブルシューティング時には
ブラウザ拡張機能を無効にして
ください。

一部のブラウザ拡張機能は、通
話品質に影響を与えたり、通
話が正しく接続されないことも
あります。ブラウザーのシーク
レットウィンドウまたはプライ
ベートモードを使用し、すべて
の拡張機能を無効にします。こ
れで問題が解決した場合は、ブ
ラウザの拡張機能を確認して疑
わしいアドオンを探すか、個別
に無効にしてください。

エージェント、管理者

ブラウザーのサンプルレートを
確認してください。

マイク入力が最適な 48 kHz サン
プルレートに設定されているこ
とを確認します。手順について
は、Amazon Connect 管理者ガイ
ドを参照してください。

エージェント、管理者

関連リソース
このパターンの手順を実行しても通話品質の問題が解決しない場合は、トラブルシューティングのヒント
として次のリソースを参照してください。

• 問い合わせコントロールパネル (CCP) の一般的な問題を確認してください。
• エンドポイントテストユーティリティで接続を確認します。
• その他の問題については、トラブルシューティングガイドに従ってください。 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
その他のパターン

トラブルシューティングと調整を行っても通話品質の問題が解決しない場合、根本原因はワークステー
ションの外部にある可能性があります。さらにトラブルシューティングが必要な場合は、IT サポートチー
ムにお問い合わせください。 

その他のパターン
• CQRS とイベントソーシングを使用してモノリスをマイクロサービスに分解する (p. 2228)
• AWS Fargate を使用してメッセージ主導型のワークロードを大規模に実行 (p. 395)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
移行戦略の特定と計画を自動化

移行
トピック

• 以下を使用して移行戦略の特定と計画を自動化します AppScore (p. 1239)
• Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作

成する (p. 1244)
• 自動ポートフォリオ検出の開始方法 (p. 1247)
• トランスファーファミリーを使用してメインフレームファイルを Amazon S3 に直接移動す

る (p. 1251)
• RHEL ソースサーバーの再起動後に SELinux を無効にせずに AWS レプリケーションエージェントを

自動的に再起動する (p. 1259)
• 再設計 (p. 1264)
• リホスト (p. 1480)
• 再配置 (p. 1572)
• プラットフォーム変更 (p. 1624)
• ワークロード別の移行パターン (p. 2010)
• その他のパターン (p. 2013)

以下を使用して移行戦略の特定と計画を自動化しま
す AppScore

レッヒ・ミグダル（AWS）とジェフ・デイヴィス（AppScore テクノロジー・リミテッド）が作成

環境: 本番稼働用 ソース: すべてのワークロード ターゲット: AWS Cloud

R タイプ: 該当なし ワークロード: その他のすべての
ワークロード

テクノロジー: 移行、モダナイ
ゼーション、ウェブサイトと
ウェブアプリ、SaaS

AWS サービス: AWS Application 
Discovery Service; AWS 
Migration Hub

概要
オンプレミスApplication には、Amazon Web Services (AWS) クラウドのメリットを活かすために、革新
的なアプローチが必要です。7 つの一般的な移行戦略 (7 R) は、オンプレミスのデータベースサーバーでテ
クノロジーを変更することから、クラウドネイティブなマイクロサービスアーキテクチャを使用してアプ
リケーションを再構築することまで、さまざまな変革オプションを提供します。

完全な 7 R モデルを使用するということは、移行のためのサーバの評価と準備だけを行うのではなく、ア
プリケーションレベルとビジネスレベルで運用することを意味します。AWS Migration Evaluator などの
ツールを使用してサーバーデータを取得できますが、他のアプリケーション情報 (ロードマップステータ
ス、所要復旧時間目標 (RTO) と目標復旧時点 (RPO)、データプライバシー要件など) は記録されないこと
がよくあります。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

このパターンでは、AppScoreポートフォリオをアプリケーション中心のビューを使用してこれらの課題を
回避する方法を説明しています。これには、完全な 7 R モデルと比較した、各アプリケーションの AWS 
クラウドへの推奨変換ルートが含まれます。 AppScore アプリケーション情報の取得、理想的な変革ルー
トの特定、クラウド導入のリスク、複雑さ、メリットの特定、移行範囲、移動グループ、スケジュールの
迅速な定義に役立ちます。

このパターンは、AWS と AWS AppScore パートナーのテクノロジーリミテッドによって作成されまし
た。

前提条件と制限
前提条件

• AWS Cloud に移行する既存のアプリケーション
• AWS 移行評価ツールなどのツールからの既存のサーバーインベントリ情報。このデータは、移行の後の

段階でインポートすることもできます。
• AppScore パワーユーザー権限を持つ既存のアカウント。 AppScore ユーザーアカウントの詳細につい

ては、ロールベースアクセスコントロール (RBAC) をユーザーに割り当てる方法を参照してください。 
AppScore ドキュメント内

• で RBAC ロールを割り当てる方法についての理解 AppScore AppScore には、スコアリング段階で尋ね
られる質問に合致した 3 つの対象分野の専門家（SME）の役割があります。つまり、中小企業は専門
知識や役割に関連する質問にのみ回答します。詳細については、ロールベースアクセスコントロール 
(RBAC) をユーザーに割り当てる方法を参照してください。  AppScore ドキュメントにあります。

• AppScoreの推奨事項の理解。次の 3 つのカテゴリのアプリケーション属性に基づいています。
• リスク — 機密データが含まれているかどうか、データ主権要件、アプリケーションユーザー数または

インターフェース数など、アプリケーションのビジネス上の重要度
• 複雑さ — アプリケーションの開発言語 (たとえば、COBOL は.NET や PHP よりもスコアが高い)、作

成日数、UI、またはインターフェイスの数
• メリット — バッチ処理の需要、アプリケーションプロファイル、ディザスタリカバリモデル、開発お

よびテスト環境の使用
• AppScore反復データキャプチャの 4 つのフェーズについての理解:

• 標識 — 質問とサーバーデータを組み合わせて 7 R の評価を行います。詳細については、 AppScore ド
キュメントの「アプリケーションの道しるべとスコアリングの方法」を参照してください。

• 採点 — リスク、利益、複雑さのスコアを算出する質問。
• 現在の状態評価 — アプリケーションの現在の状態評価を提供する質問。
• トランスフォーメーション — future 状態設計への適用を総合的に評価する質問。

重要: 標識段階と採点段階のみで、申請スコアと7Rの評価を受け、グループ計画を立てることができま
す。アプリケーションとフォームスコープをグループ化したら、現状の評価と変換の段階を完了して、ア
プリケーションのより詳細な概要を構築できます。

アーキテクチャ
次の図は、 AppScore アプリケーションとサーバーのデータを使用して移行戦略と変革計画に関する推奨
事項を作成するワークフローを示しています。

Tools
• AppScore— AppScore 7 R モデル全体に対する各アプリケーションのクラウドへの推奨ルートとと

もに、ポートフォリオのアプリケーション中心のビューを提供することで、検出と移行の実装の間の
ギャップを埋めることができます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

• AWS Migration Evaluator — AWS Migration Evaluator、計画と移行に関する方向性のあるビジネスケー
スを作成するのに役立つ移行評価サービスです。 

エピック
初期アプリケーションリストの作成と読み込み

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションのリストを用
意してください。

AppScore ユーザー認証情報を使
用してポータルにログインしま
す。Import Templateアプリ
ケーションページからをダウン
ロードし、アプリケーションの
非技術的属性（データ分類やカ
スタマイズ可能な属性のリスト
など）Import Templateでを
更新します。

詳細については、 AppScore ド
キュメントの 「 AppScore ア
プリケーションとビジネスアン
ケートを変更する方法」を参照
してください。

[Note:] (メモ:) アプリケーション
ページで「新規アプリケーショ
ン」を選択して、アプリケー
ションを手動で追加することも
できます。その後、アプリケー
ションの非技術的属性を入力で
きます。

マイグレーションエンジニア

アプリケーションデータをイン
ポートします。

アプリケーションページで、[ア
プリケーションのインポート] を
選択してアプリケーションデー
タをインポートします。

マイグレーションエンジニア

アプリケーションとビジネスデータをキャプチャ

タスク 説明 必要なスキル

標識と採点に関する質問を確認
して回答してください。

「サーバー」ページを開き、
「サーバーのインポート」を選
択します。サーバーデータを含
む.csv ファイルを選択します。

ファイルには、名前、データセ
ンター、オペレーティングシ
ステム、仮想または物理、ア
プリケーション名、ロール、
データベーステクノロジー、
環境、CPU コアの数と使用
率、RAM のサイズと使用率、

アプリオーナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
ディスクのサイズと使用率、一
致するマシンタイプ、現在およ
び予測される月額コストなどの
属性を含めることができます。

列のマッピングを確認し、[確認
してインポート] を選択します。
インポートされたデータに欠け
ている情報は、サーバーページ
で強調表示されます。これらの
ギャップは、このページまたは
「一括編集」 オプションを使用
して解決できます。サーバーは
関連するアプリケーションに関
連付けられています。ただし、
アプリケーションがに存在しな
い場合は AppScore、アプリケー
ションが自動的に作成され、
サーバーが関連付けられます。

また、API 接続を使用して AWS 
Migration Hub でデータを取得
することもできます。詳細に
ついては、「API 経由で AWS 
Migration Hub からサーバーをイ
ンポートするにはどうすればよ
いですか?」を参照してくださ
い。   AppScore ドキュメントに
あります。

[Note:] (メモ:) 検出ツール (AWS 
Migration Evaluator など) を使用
して時間の経過に伴うパフォー
マンスをキャプチャした場合
は、サーバーデータの早期抽
出をできるだけ早くロードし、
パフォーマンスメトリクスが完
全にキャプチャされたらデータ
を更新する必要があります。 
AppScore は、サーバー名、オ
ペレーティングシステムとデー
タベースのバージョン、データ
センター、および環境を使用し
て、スコアと 7 R の推奨事項を
提供します。 

アプリケーションのスコアを確
認してください。

アプリケーションページを開い
て、アプリケーションのスコ
アと 7 R アセスメントを確認
してください。現在のランニン
グコストも計算されます。これ
らの計算は、新しい情報がアプ
リケーションページまたはサー
バーページにインポートされる
と更新されます。

アプリオーナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

個々のアプリケーションを分析
します。

アプリケーションページでアプ
リケーションを選択して、詳
細な推奨事項を確認してくだ
さい。アプリケーション評価
レポートを選択すると、特定の
アプリケーションの詳細な評価
データを含む.pdf ファイルまた
は.docx ファイルを生成できま
す。

Application 所有者

移行スケジュールの作成

タスク 説明 必要なスキル

ムーブグループのアプリケー
ションを選択します。

「計画」ページを開き、「グ
ループビルダー」を選択し、要
件に応じてアプリケーション移
動グループを作成します。

「列」セクションのアプリケー
ションリストに属性を追加また
は削除できます。フィルターセ
クションのアプリケーション属
性を使用して特定のアプリケー
ションを選択することもできま
す。これには、既存のムーブグ
ループにすでに含まれているす
べてのアプリケーションを除外
することも含まれます。

マイグレーションエンジニア

ムーブグループを作成します。 [Group Selected] を選択し、ムー
ブグループの名前を入力し、
ムーブグループに含めるアプリ
ケーションを選択して、[グルー
プに追加] を選択します。

マイグレーションエンジニア

移行をスケジュールします。 「変換スケジュール」 AppScore 
ページには、ムーブグループの
推定変換時間、工数、コストが
表示されます。ムーブグループ
は、変換スケジュール全体に自
動的に追加されます。

[Note:] (メモ:) 工数見積もりの
背景となる前提条件は、計画設
定ページでカスタマイズできま
す。これは、それらを組織の要
件に合わせるのに役立ちます。
詳細については、 AppScore ド
キュメントの「プラン設定を構
成する方法」を参照してくださ
い。

マイグレーションエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

完全な変換レポートを生成しま
す。

「グループマネージャ」ページ
を開き、「アプリケーション
変換レポートドキュメントの
作成」を選択します。ムーブグ
ループを選択し、[エクスポート] 
を選択します。これにより、各
ムーブグループの詳細を含む変
換を要約した.docx ファイルが生
成されます。

アプリケーション変換レポー
トのサンプルについては、 
AppScore Web サイトのサンプ
ルアプリケーション変換レポー
トを参照してください。

マイグレーションエンジニア

関連リソース
• アプリケーション移行の 7 つの R とは
• 詳しく見る AppScore
• AppScore AWS Marketplace で

Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タ
スク用の AWS CloudFormation テンプレートを作
成する

ベンカタ・ナヴィーン・コップラ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:オートメーション ターゲット:AWS クラウド内の
データベース

R タイプ:該当なし ワークロード:マイクロソフト テクノロジー:移行、データベー
ス

概要
このパターンは、Microsoft Excel と Python を使用して AWS データベース移行サービス (AWS DMS) 用の 
AWS CloudFormation テンプレートを自動的に作成する手順の概要を示しています。

AWS DMS を使用してデータベースを移行するには、多くの場合、AWS DMS タスクをプロビジョニング
するための AWS CloudFormation テンプレートの作成が必要です。以前は、AWS CloudFormation テンプ
レートを作成するには JSON または YAML プログラミング言語の知識が必要でした。このツールがあれ
ば、必要なのは Excel の基本的な知識と、ターミナルまたはコマンドウィンドウを使用して Python スク
リプトを実行する方法だけです。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

ツールは入力として、移行するテーブルの名前、AWS DMS エンドポイントの Amazon リソースネーム 
(ARN)、および AWS DMS レプリケーションインスタンスを含む Excel ワークブックを受け取ります。次
に、このツールは、必要な AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを生成します。

詳細な手順と背景情報については、AWS データベースブログの「Microsoft Excel を使用して AWS DMS 
タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成する」というブログ投稿を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• マイクロソフトエクセルバージョン以降
• Python バージョン 2.7 以降
• xlrd Python モジュール (コマンドプロンプトで pip install xlrd コマンドを使用してインストールします)
• AWS DMS のソースエンドポイントとターゲットエンドポイント、および AWS DMS レプリケーション

インスタンス

機能制限

• スキーマ、テーブル、および関連する列の名前は、宛先エンドポイントで小文字に変換されます。
• このツールは、AWS DMS エンドポイントとレプリケーションインスタンスの作成には対応していませ

ん。
• 現在、このツールは各 AWS DMS タスクに対して 1 つのスキーマのみをサポートしています。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスデータベース
• Microsoft Excel

ターゲットテクノロジースタック

• AWS CloudFormation テンプレート
• AWS クラウド内のデータベース 

アーキテクチャ

Tools
• Pycharm IDE、または Python バージョン 3.6 をサポートする任意の統合開発環境 (IDE)
• マイクロソフトオフィス 2016 (マイクロソフトエクセル用)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
ネットワーク、AWS DMS レプリケーションインスタンス、およびエンドポイン
トを設定します

タスク 説明 必要なスキル

必要に応じて Service Quotas の
引き上げをリクエストする。

必要に応じて AWS DMS タスク
のサービスクォータの増加を要
求します。

一般的な AWS

AWS リージョン、仮想プライ
ベートクラウド (VPC)、CIDR 
範囲、アベイラビリティーゾー
ン、サブネットを設定します。

  一般的な AWS

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを設定します。

AWS DMS レプリケーション
インスタンスは、オンプレミス
データベースと AWS データベー
スの両方に接続できます。

一般的な AWS

AWS DMS エンドポイントを設
定します。

ソースデータベースとターゲッ
トデータベース数のサービス
クォータの増加を要求します。

一般的な AWS

AWS DMS タスクとタグ用のワークシートを準備する

タスク 説明 必要なスキル

テーブルリストを設定します。 移行に関係するすべてのテーブ
ルを一覧表示します。

データベース

タスクワークシートを準備しま
す。

設定したテーブルリストを使用
して Excel ワークシートを準備
します。

ジェネラル AWS、マイクロソフ
トエクセル

タグワークシートを準備しま
す。

AWS DMS タスク数のサービス
クォータの増加を要求します。

ジェネラル AWS、マイクロソフ
トエクセル

ツールをダウンロードして実行する

タスク 説明 必要なスキル

GitHub テンプレート生成ツール
をダウンロードしてリポジトリ
から抽出します。

GitHub リポジトリ:https://
github.com/aws-samples/dms-
cloudformation-templates-
generator/

 

ツールの実行。 「参考資料とヘルプ」に記載さ
れているブログ投稿の詳細な手
順に従ってください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

関連リソース
• Microsoft Excel を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成する (ブロ

グ投稿)
• DMS CloudFormation テンプレートジェネレータ (GitHub リポジトリ)
• Python ドキュメンテーション
• xlrd の説明とダウンロード
• AWS DMS のドキュメント
• AWS CloudFormation ドキュメンテーション

自動ポートフォリオ検出の開始方法
プラティック・チュナワラ（AWS）とロドルフォ・ジュニアによって作成されました。 セラダ (AWS)

環境: 本番稼働用 ソース: オンプレミス ターゲット: オンプレミス

R タイプ: 該当なし ワークロード: その他のすべての
ワークロード

テクノロジー: 移行

概要
アプリケーションやサーバーをAmazon Web Services (AWS) クラウドに移行する場合、特に 300 台を超
えるサーバーを含む大規模な移行では、ポートフォリオの評価とメタデータの収集が重要な課題となりま
す。自動ポートフォリオ検出ツールを使用すると、ユーザー数、使用頻度、依存関係、アプリケーション
のインフラストラクチャに関する情報など、アプリケーションに関する情報を収集するのに役立ちます。
この情報は、同様の特性を持つアプリケーションを適切に優先順位付けしてグループ化できるように、移
行の計画を立てる際に不可欠です。検出ツールを使用すると、ポートフォリオチームはメタデータを手動
で収集しなくても検出ツールの結果を検証できるため、ポートフォリオチームとアプリケーション所有者
間のコミュニケーションが効率化されます。このパターンでは、自動検出ツールを選択する際の主な考慮
事項と、ご使用の環境での導入方法とテスト方法に関する情報について説明します。

このパターンにはテンプレートが含まれています。テンプレートは、高レベルのアクティビティに関する
独自のチェックリストを作成するための出発点となります。チェックリストの隣には、実行責任者、説明
責任者、協業先、報告先 (RACI) マトリックスのテンプレートがあります。この RACI マトリックスを使用
して、チェックリストの各タスクの責任者を判断できます。

Tools
検出ツールの詳細については、「移行評価者」、「AWS Application Discovery Service」、および「AWS 
移行コンピテンシーパートナーサービス」を参照してください。

叙事詩
検出ツールを選択してください

タスク 説明 必要なスキル

検出ツールがユースケースに適
しているかどうかを判断しま
す。

ディスカバリーツールはユース
ケースにとって最適なソリュー
ションではないかもしれませ

移行リーダー、移行エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ん。検出ツールの選択、調達、
準備、導入に必要な時間を考慮
してください。ご使用の環境に
エージェントレス検出ツールと
してスキャンアプライアンスを
セットアップしたり、対象とな
るすべてのワークロードにエー
ジェントをインストールした
りするには、4～8 週間かかる
場合があります。導入後は、検
出ツールがアプリケーションの
ワークロードをスキャンし、ア
プリケーションスタック分析を
実行してメタデータを収集する
までに 4 ～ 12 週間かかる必要が
あります。移行するサーバーが 
100 台未満の場合は、自動検出
ツールを使用すると、メタデー
タの展開と収集に必要な時間よ
りも短時間でメタデータを収集
し、依存関係を分析できる場合
があります。

検出ツールを選択してくださ
い。

「追加情報 (p. 1251)」セクショ
ンの「自動検出ツールを選択す
る際の考慮事項」を確認してく
ださい。ユースケースに適した
検出ツールを選択するための適
切な基準を決定し、それらの基
準に照らして各ツールを評価し
ます。

移行リーダー、移行エンジニア

インストールの準備

タスク 説明 必要なスキル

導入前チェックリストを準備し
ます。

ツールをデプロイする前に完了
する必要があるタスクのチェッ
クリストを作成します。例につ
いては、Flexera ドキュメンテー
ション Web サイトの「導入前
チェックリスト」を参照してく
ださい。

ビルドリード、マイグレーショ
ンエンジニア、マイグレーショ
ンリード、ネットワーク管理者

ネットワーク要件を準備しま
す。

ツールを実行してターゲット
サーバーにアクセスするために
必要なポート、プロトコル、IP 
アドレス、ルーティングをプ
ロビジョニングします。詳細に
ついては、検出ツールのインス
トールガイドを参照してくださ
い。例については、Flexera ド
キュメンテーション Web サイト

移行エンジニア、ネットワーク
管理者、クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
の「導入要件」を参照してくだ
さい。

アカウントと資格情報の要件を
準備します。

ターゲットサーバーにアクセス
してツールのすべてのコンポー
ネントをインストールするため
に必要な認証情報を特定してく
ださい。

クラウド管理者、一般AWS、移
行エンジニア、移行リーダー、
ネットワーク管理者、AWS 管理
者

ツールをインストールするアプ
ライアンスを準備します。

ツールコンポーネントをインス
トールするアプライアンスが、
ツールの仕様とプラットフォー
ム要件を満たしていることを確
認してください。

移行エンジニア、移行リー
ダー、ネットワーク管理者

変更指示書を準備します。 組織の変更管理プロセスに従っ
て、必要な変更指示を準備し、
それらの変更指示が承認されて
いることを確認します。

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード

要件を関係者に送信します。 導入前のチェックリストとネッ
トワーク要件を関係者に送信し
ます。利害関係者は、導入を進
める前に、必要な要件を確認、
評価、準備する必要がありま
す。

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード

ツールをデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

インストーラをダウンロードし
ます。

インストーラまたは仮想マシン
イメージをダウンロードしま
す。仮想マシンのイメージは通
常、オープン仮想化フォーマッ
ト (OVF) で提供されます。

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード

ファイルを展開します。 インストーラーを使用している
場合は、インストーラーをオン
プレミスサーバーにダウンロー
ドして実行する必要がありま
す。

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード

ツールをサーバーにデプロイし
ます。

以下のように、検出ツールを対
象のオンプレミスサーバーにデ
プロイします。

• ソースファイルが仮想マシン
イメージの場合は、VMware な
どの仮想マシン環境にデプロ
イします。

• ソースファイルがインストー
ラーの場合は、インストー
ラーを実行してツールをイン

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード、ネットワーク管理者
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タスク 説明 必要なスキル
ストールしてセットアップし
ます。

検出ツールにログインします。 画面上の指示に従ってログイン
し、ツールの開始方法。

移行リード、ビルドリード

製品をアクティベートします。 ライセンスキーを入力します。 ビルドリード、マイグレーショ
ンリード

ツールを設定します。 Windows、VMware、簡易ネット
ワーク管理プロトコル (SNMP)、
セキュアシェルプロトコル 
(SSH)、データベースの認証情報
など、ターゲットサーバーへの
アクセスに必要な認証情報を入
力します。

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード

ツールをテストする

タスク 説明 必要なスキル

テストサーバーを選択します。 検出ツールのテストに使用でき
る非プロダクションサブネット
または IP アドレスをいくつか特
定します。これにより、スキャ
ンを迅速に検証し、エラーをす
ばやく特定してトラブルシュー
ティングし、テストを実稼働
環境から切り離すことができま
す。

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード、ネットワーク管理者

選択したテストサーバーのス
キャンを開始します。

エージェントレス検出ツールの
場合は、選択したテストサー
バーのサブネットまたは IP ア
ドレスを検出ツールコンソール
に入力し、スキャンを開始しま
す。

エージェントベースの検出ツー
ルの場合は、選択したテスト
サーバーにエージェントをイン
ストールします。

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード、ネットワーク管理者

スキャン結果を検討します。 テストサーバーのスキャン結果
を検討します。エラーが見つ
かった場合は、トラブルシュー
ティングを行ってエラーを修正
します。エラーと解決策を文書
化します。この情報は後で参照
し、この情報をポートフォリオ
ランブックに追加できます。

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード、ネットワーク管理者

テストサーバーを再スキャンし
ます。

再スキャンが完了したら、エ
ラーがなくなるまでスキャンを
繰り返します。

ビルドリード、マイグレーショ
ンリード、ネットワーク管理者
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関連リソース
ポートフォリオ評価のための AWS リソース

• AWS クラウド移行のためのアプリケーションポートフォリオ評価ガイド

よく選択される検出ツールの導入ガイド

• RN150仮想アプライアンスの導入 (Flexeraドキュメント)
• FlexDeploy スタートガイド (Flexera ドキュメンテーション)
• ギャザラーのインストール (ModelizeIT ドキュメンテーション)
• オンプレミス分析サーバーのインストール (ModelizeIT ドキュメント)

追加情報
自動検出ツールを選択する際の考慮事項

各検出ツールには利点と制限があります。ユースケースに適したツールを選択するときは、次の点を考慮
してください。

• ポートフォリオ評価の目標を達成するために必要なメタデータのすべてではないにしても、ほとんどを
収集できる検出ツールを選択してください。

• ツールはメタデータをサポートしていないため、手動で収集する必要のあるメタデータを特定してくだ
さい。

• 検出ツールの要件を利害関係者に提供して、サーバー、ネットワーク、資格情報などの内部セキュリ
ティおよびコンプライアンス要件に基づいてツールを確認および評価できるようにします。
• ツールでは、対象範囲のワークロードにエージェントをインストールする必要がありますか?
• このツールでは、環境内に仮想アプライアンスをセットアップする必要がありますか?

• データレジデンシーの要件を決定してください。組織によっては、データを環境外に保存したくない場
合もあります。これに対処するには、ツールの一部のコンポーネントをオンプレミス環境にインストー
ルする必要がある場合があります。

• ツールが対象ワークロードのオペレーティングシステム (OS) と OS バージョンをサポートしているこ
とを確認してください。

• ポートフォリオにメインフレーム、ミッドレンジ、レガシーサーバーが含まれているかどうかを確
認してください。ほとんどの検出ツールはこれらのワークロードを依存関係として検出できますが、
一部のツールでは、使用率やサーバーの依存関係などのデバイスの詳細を取得できない場合がありま
す。Device42とModernizeIT検出ツールはどちらもメインフレームサーバーとミッドレンジサーバーを
サポートしています。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

トランスファーファミリーを使用してメインフレー
ムファイルを Amazon S3 に直接移動する

作成者:ルイス・グスタボ・ダンタス (AWS)
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環境: 本番稼働用 ソース: メインフレーム ターゲット: Amazon S3

R タイプ: 該当なし ワークロード: IBM テクノロジー: 移行、ストレージ
とバックアップ

AWS サービス: AWS Transfer 
Family; Amazon S3

概要
モダナイゼーションの一環として、オンプレミスサーバーとAmazon Web Services（AWS）クラウド間で
ファイルを転送するという課題に直面する可能性があります。メインフレームからのデータ転送は大きな
課題です。メインフレームは通常、Amazon Elastic Block Store Service (Amazon Elastic)、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS)、Amazon Elastic File System (Amazon EFS)、Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS)、Amazon Elastic File System (Amazon EFS)、Amazon Elastic File System (Amazon 
EFS)、Amazon

多くのお客様は、オンプレミスの Linux、Unix、Windows サーバーなどの中間ステージングリソースを使
用してファイルを AWS クラウドに転送しています。この間接的な方法を回避するには、AWS Transfer 
Family (SSH) を使用して、メインフレームファイルを直接 Amazon S3 にアップロードできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• レガシープラットフォームからアクセス可能なサブネットを備えた仮想プライベートクラウド (VPC)
• VPC のTransfer Family エンドポイント
• メインフレームの仮想ストレージアクセス方法 (VSAM) ファイルをシーケンシャルの固定長ファイルに

変換する (IBM ドキュメント)

機能制限

• SFTP はデフォルトでバイナリモードでファイルを転送します。つまり、ファイルは EBCDIC エンコー
ディングを維持したまま Amazon S3 にアップロードされます。ファイルにバイナリデータやパック
データが含まれていない場合は、転送中に sftp ascii サブコマンド (IBM ドキュメント) を使用してファ
イルをテキストに変換できます。

• これらのファイルをターゲット環境で使用するには、パックされたバイナリコンテンツを含むメインフ
レームファイル (AWS Prescriptive Guidance) を解凍する必要があります。

• Amazon S3 オブジェクトのサイズは最低 0 バイトから最大 5 TB までの範囲に設定できます。Amazon 
S3 の機能の詳細については、「Amazon S3 よくある質問」を参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Job コントロール言語 (JCL)
• z/OS Unix シェルと ISPF
• SFTP
• VSAM とフラットファイル
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Tools

ターゲットテクノロジースタック

• Transfer Family
• Amazon S3
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Transfer Family と SFTP を使用してメインフレームファイルを S3 バケットに直接アップロー
ドするためのリファレンスアーキテクチャを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. JCL ジョブを使用して、メインフレームファイルを Direct Connect 経由でレガシーメインフレームから 
AWS クラウドに転送します。

2. Direct Connect を使用すると、ネットワークトラフィックを AWS グローバルネットワーク上に留まら
せ、パブリックインターネットをバイパスできます。ダイレクトConnect ではネットワーク速度も向上
し、50 Mbps から最大 100 Gbps まで拡張できます。

3. VPC エンドポイントを使用すると、パブリックインターネットを使用せずに VPC リソースとサポート
対象サービスを接続できます。Transfer Family と Amazon S3 へのアクセスは、2 つのプライベートサ
ブネットとアベイラビリティーゾーンにある伸縮自在なネットワークインターフェイスを介して行われ
るため、高可用性を実現します。

4. TTransfer Family ilyはユーザーを認証し、SFTPを使用してレガシー環境からファイルを受信し、S3バ
ケットに移動します。

自動化とスケーリング

Transfer Family サービスを導入した後は、JCL ジョブを SFTP クライアントとして使用して、メインフ
レームから Amazon S3 にファイルを無制限に転送できます。メインフレームファイルを転送する準備が
できたら、メインフレームのバッチジョブスケジューラを使用して SFTP ジョブを実行することで、ファ
イル転送を自動化することもできます。

Tools
• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスで

す。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量
のデータを保存および取得できます。

• Amazon VPC — Amazon VPC — Amazon VPC (Amazon VPC) は、AWS クラウドのローカルで隔離さ
れたプライベートな部分をプロビジョンし、定義した仮想ネットワークで AWS リソースを起動できる
ようにします。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワー
クによく似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあ
ります。

• AWS Transfer Family — AWS Transfer Family を使用すると、SFTP、FTPS、および FTP プロトコルを
使用して、Amazon S3 と Amazon EFS business-to-business への定期的なファイル転送を安全にスケー
リングできます。
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エピック
S3 バケットとアクセスポリシーを作成する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 レガシー環境から転送するファ
イルをホストする S3 バケットを
作成します。

一般的な AWS

IAM ポリシーを作成します。 Transfer Family は、AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) ロールを使用して、以前に
作成した S3 バケットへのアクセ
スを許可します。

次の IAM ポリシーを含む IAM
ロールを作成します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "UserFolderListing", 
            "Action": [ 
                
 "s3:ListBucket", 
                
 "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<your-bucket-
name>" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": 
 "HomeDirObjectAccess", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "s3:PutObject", 
                
 "s3:GetObjectAcl", 
                
 "s3:GetObject", 
                
 "s3:DeleteObjectVersion", 
                
 "s3:DeleteObject", 
                
 "s3:PutObjectAcl", 
                
 "s3:GetObjectVersion" 
            ], 

一般的な AWS
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タスク 説明 必要なスキル
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::<your-bucket-
name>/*" 
        } 
    ]
}

[Note:] (メモ:) IAM ロールを作
成するときは、Transfer ユース
ケースを選択する必要がありま
す。

転送サービスの定義

タスク 説明 必要なスキル

SFTP サーバーを作成します。 1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Transfer 
Family コンソールを開いて、
[サーバーの作成] を選択しま
す。

2. SFTP (SSH)、[Next] (SSH)、
[Next] (次へ) を選択してから 
[Next] (次へ) を選択します。

3. [ID プロバイダー] で [サービス
管理] を選択し、[次へ] を選択
します。

4. エンドポイントタイプに
は、VPC Hosted を選択しま
す。

5. [アクセス] で [内部] を選択し
ます。

6. [VPC] で、ユーザーの VPC を
選択します。

7. アベイラビリティーゾーンセ
クションで、アベイラビリ
ティーゾーンとサブネットを
選択します。

8. 「セキュリティグループ」セ
クションで、セキュリティグ
ループを選択し、「次へ」を
選択します。

9. [ドメイン] で [Amazon S3] を
選択し、[次へ] を選択しま
す。

10.[追加詳細の設定] ページのオ
プションはデフォルトのま
まにして、[次へ] を選択しま
す。

11.[Create server (サーバーの作
成)] を選択します。

一般的な AWS
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タスク 説明 必要なスキル
[Note:] (メモ:) SFTP サーバー
の設定方法の詳細については、
「SFTP 対応サーバーの作成
(AWS Transfer Family ユーザー
ガイド)」を参照してください。

サーバーアドレスを取得しま
す。

1. TTransfer Family ilyコンソー
ルを開き、「サーバーID」列
でサーバーIDを選択します。

2. [エンドポイントの詳細] セ
クションの [エンドポイント
の種類] で、エンドポイント 
ID を選択します。これによ
り、Amazon VPC コンソール
が表示されます。

3. Amazon VPC コンソールの 
[詳細] タブで、DNS 名の横に
ある DNS 名を確認します。

一般的な AWS

SFTP クライアントkey pair を作
成します。

マイクロソフトウィンドウズま
たは macOS/Linux/UNIX 用の 
SSH key pair を作成します。

一般的な AWS、SSH

SFTP ユーザーを作成します。 1. TTransfer Family ilyコンソー
ルを開き、ナビゲーションペ
インから「サーバー」を選択
してから、使用するサーバー
を選択します。

2. 「サーバー ID」列で、サー
バーのサーバー ID を選択し、
「ユーザーの追加」を選択し
ます。

3. [ユーザー名] には、SSH key 
pair ユーザー名と一致する
ユーザー名を入力します。

4. [ロール] には、前の手順で作
成した IAM ロールを選択しま
す。

5. [ホームディレクトリ] で、前
の手順で作成した S3 バケッ
トを選択します。

6. SSH 公開キーの場合は、前に
作成したkey pair を入力しま
す。

7. [Add] (追加) を選択します。

一般的な AWS
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エピック

メインフレームファイルの転送

タスク 説明 必要なスキル

SSH プライベートキーをメイン
フレームに送信します。

SFTP または SCP を使用して 
SSH プライベートキーをレガ
シー環境に送信します。

SFTP の例:

sftp [USERNAME@mainframeIP]
[password]
cd [/u/USERNAME]
put [your-key-pair-file]

SCP の例:

scp [your-key-pair-file] 
 [USERNAME@MainframeIP]:/[u/
USERNAME]

次に、SSH キーを z/OS UNIX 
ファイルシステムに、後でファ
イル転送バッチジョブを実行す
るユーザー名 (たとえば、/u/
CONTROLM) で保存します。 

[Note:] (メモ:) z/OS Unix シェル
の詳細については、「z/OS シェ
ルの概要 (IBM ドキュメント)」
を参照してください。

メインフレーム、z/OS Unix シェ
ル、FTP、SCP

JCL SFTP クライアントを作成し
ます。

メインフレームにはネイティ
ブ SFTP クライアントがないた
め、BPXBATCH ユーティリティ
を使用して z/OS UNIX シェルか
ら SFTP クライアントを実行す
る必要があります。

ISPF エディタで、JCL SFTP ク
ライアントを作成します。例:

//JOBNAM JOB ...
//
**********************************************************************
//SFTP EXEC 
 PGM=BPXBATCH,REGION=0M  
//STDPARM DD *  
SH cp 
 "//'MAINFRAME.FILE.NAME'" 
 filename.txt;  
echo 'put filename.txt' > 
 uplcmd;  
sftp -b uplcmd -i 
 ssh_private_key_file 
 ssh_username@<transfer 
 service ip or DNS>;  
//SYSPRINT DD SYSOUT=*  

JCL、メインフレーム、z/OS 
Unix シェル
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
//STDOUT DD SYSOUT=*  
//STDENV DD *  
//STDERR DD SYSOUT=*

[Note:] (メモ:) z/OS Unix シェ
ルでコマンドを実行する方法の
詳細については、BPXBATCH 
ユーティリティ (IBM ドキュメン
ト) を参照してください。z/OS 
で JCL ジョブを作成または編
集する方法の詳細については、
「ISPF とは?」を参照してくだ
さい。 および ISPF エディター
(IBM ドキュメント)。

JCL SFTP クライアントを実行し
ます。

1. ISPF エディタで SUB と入力
し、JCL ジョブが作成された
ら Enter キーを押します。

2. SDSF でメインフレームの
ファイル転送バッチジョブ
のアクティビティを監視しま
す。

[Note:] (メモ:) バッチジョブの
アクティビティを確認する方法
の詳細については、z/OS SDSF 
ユーザーガイド (IBM ドキュメン
ト) を参照してください。

メインフレーム、JCL、ISPF

ファイル転送を検証します。 1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、Amazon S3 
コンソールを開き、ナビゲー
ションペインから Buckets を
選択します。

2. Transfer Family に関連付けら
れているバケットを選択しま
す。

3. 「オブジェクト」タブの「オ
ブジェクト」セクションで、
メインフレームから転送した
ファイルを探します。

一般的な AWS

JCL SFTP クライアントを自動化
します。

ジョブスケジューラを使用して 
JCL SFTP クライアントを自動的
にトリガーします。

[Note:] (メモ:) BMC Control-M
や CA Workload Automation な
どのメインフレームジョブスケ
ジューラを使用して、時間やそ
の他のバッチジョブの依存関係
に基づいてファイル転送のバッ
チジョブを自動化できます。

Job スケジューラー
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関連リソース

関連リソース
• AWS Transfer Family 仕組み
• AWS によるメインフレームの近代化

RHEL ソースサーバーの再起動後に SELinux を無
効にせずに AWS レプリケーションエージェントを
自動的に再起動する

アニル・クナパレディ (AWS)、シャンムガム・シャンカー (AWS)、ベンカトラマナ・チンタ (AWS) が作
成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 移行、オペレー
ティングシステム

ワークロード: オープンソースソ
フトウェア

AWS サービス: AWS Application 
Migration Service

概要
AWS アプリケーション移行サービスは、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ワークロードのAmazon Web 
Services (AWS) クラウドへの移行を簡素化、迅速化、自動化するのに役立ちます。ソースサーバーをアプ
リケーション移行サービスに追加するには、サーバーに AWS Replication Agent をインストールします。

アプリケーション移行サービスでは、ブロックレベルの非同期レプリケーションをリアルタイムで実行
できます。つまり、レプリケーションプロセス全体を通して、通常の IT 運用を継続できます。 これらの 
IT 運用では、移行中に RHEL ソースサーバーの再起動または再起動が必要になる場合があります。この
場合、AWS Replication Agent は自動的に再起動せず、データレプリケーションは停止します。通常、セ
キュリティが強化された Linux (SELinux) を無効モードまたは許可モードに設定して、AWS レプリケー
ションエージェントを自動的に再起動できます。ただし、組織のセキュリティポリシーにより SELinux の
無効化が禁止されている場合があり、ファイルのラベルを変更する必要がある場合もあります。

このパターンは、移行中に RHEL ソースサーバーが再起動または再起動したときに、SELinux をオフにせ
ずに AWS Replication Agent を自動的に再起動する方法を示しています。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS クラウドに移行したいオンプレミスの RHEL ワークロード。 
• アプリケーション移行サービスはアプリケーション移行サービスコンソールから初期化されました。初

期化は、このサービスを初めて使用するときのみ必要です。手順については、アプリケーション移行
サービスのドキュメントを参照してください。

• アプリケーションMigration Service の既存の AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー。詳
細については、アプリケーションMigration Service ドキュメントを参照してください。

バージョン
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Tools

• RHEL バージョン 7 以降

Tools
AWS サービス

• AWS アプリケーション移行サービスは、アプリケーションを AWS に移行する際の簡略化、迅速化、お
よびコスト削減を実現する、高度に自動化された lift-and-shift (再ホスト) ソリューションです。

Linux コマンド

次の表は、RHEL ソースサーバーで実行する Linux コマンドのリストです。これらは、このパターンの叙
事詩やストーリーでも説明されています。 

コマンド 説明

#systemctl –version システムバージョンを識別します。

#systemctl list-units --type=service RHEL サーバー上で利用可能なすべてのアクティ
ブなサービスを一覧表示します。

#systemctl list-units --type=service | 
grep running

RHEL サーバー上で現在実行されているすべての
サービスを一覧表示します。

#systemctl list-units --type=service | 
grep failed

RHEL サーバーの再起動または再起動後にロード
に失敗したすべてのサービスを一覧表示します。

restorecon -Rv /etc/rc.d/init.d/aws-
replication-service

aws-replication-serviceコンテキストをに変
更します。

yum install policycoreutils* SELinux システムの操作に必要なポリシーコア
ユーティリティをインストールします。

ausearch -c "insmod" --raw | 
audit2allow -M my-modprobe

監査ログを検索し、ポリシーのモジュールを作成
します。

semodule -i my-modprobe.pp ポリシーを有効にします。

cat my-modprobe.te my-modprobe.teファイルの内容を表示します。

semodule -l | grep my-modprobe ポリシーが SELinux モジュールにロードされてい
るかどうかを確認します。

叙事詩
AWS レプリケーションエージェントをインストールし、RHEL ソースサーバーを
再起動します

タスク 説明 必要なスキル

アクセスキーとシークレット
アクセスキーを使用してアプ
リケーションMigration Service 
ユーザーを作成します。

AWS Replication Agent をイン
ストールするには、必要な AWS 
認証情報を使用してアプリケー
ション移行サービスユーザーを

マイグレーションエンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
作成する必要があります。手順
については、アプリケーション
移行サービスのドキュメントを
参照してください。

AWS レプリケーションエージェ
ントをインストールします。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイ
ンし、AWS Migration 
Service コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
mgn/home) を開きます。

2. アプリケーション移行サービ
スのドキュメントの指示に
従って、レプリケーション設
定を構成します。

3. アプリケーション移行サー
ビスのドキュメントの指示
に従って、AWS Replication 
Agent をインストールしま
す。

4. 「ソースサーバー」ページ
で、RHEL ソースサーバーを
選択し、「レプリケーショ
ン」を選択して初期レプリ
ケーションを開始します。
詳細については、アプリケー
ションMigration Service ド
キュメントを参照してくださ
い。

マイグレーションエンジニア

RHEL ソースサーバーを再起動ま
たは再起動します。

データ複製ステータスが [マイ
グレーション] ダッシュボード
に [正常] と表示されたら、RHEL 
ソースサーバーを再起動または
再起動します。

マイグレーションエンジニア

データ複製の状態を確認してく
ださい。

1 時間待ってから、移行ダッシュ
ボードでデータ複製ステータス
を再度確認します。停止状態に
なっているはずです。

マイグレーションエンジニア

RHEL ソースサーバーの AWS レプリケーションエージェントのステータスを確
認する

タスク 説明 必要なスキル

システムバージョンを確認しま
す。

RHEL ソースサーバーのコマン
ドラインインターフェイスを
開き、次のコマンドを実行して
システムバージョンを確認しま
す。

#systemctl –version

マイグレーションエンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

すべてのアクティブなサービス
を一覧表示する。

RHEL サーバー上で利用可能なす
べてのアクティブなサービスを
一覧表示するには、以下のコマ
ンドを実行します。

#systemctl list-units --
type=service

マイグレーションエンジニア

実行中のすべてのサービスを一
覧表示する。

RHEL サーバー上で現在実行され
ているすべてのサービスを一覧
表示するには、以下のコマンド
を使用します。

#systemctl list-units 
--type=service | grep 
running

マイグレーションエンジニア

ロードに失敗したすべてのサー
ビスを一覧表示します。

RHEL サーバーの再起動または再
起動後にロードに失敗したすべ
てのサービスを一覧表示するに
は、以下のコマンドを実行しま
す。

#systemctl list-units 
--type=service | grep 
failed

マイグレーションエンジニア

SELinux モジュールを作成して実行する

タスク 説明 必要なスキル

セキュリティコンテキストを変
更します。

RHEL ソースサーバーのコマンド
ラインインターフェイスで、次
のコマンドを実行してセキュリ
ティコンテキストを AWS レプリ
ケーションサービスに変更しま
す。

restorecon -Rv /
etc/rc.d/init.d/aws-
replication-service

マイグレーションエンジニア

コアユーティリティをインス
トールします。

SELinux システムとそのポリ
シーの操作に必要なコアユー
ティリティをインストールする
には、以下のコマンドを実行し
ます。

yum install 
policycoreutils*

マイグレーションエンジニア

監査ログを検索し、ポリシー用
のモジュールを作成します。

コマンドを実行します。 マイグレーションエンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ausearch -c "insmod" --
raw | audit2allow -M my-
modprobe

my-modprobe-te ファイルの内容
を表示します。

my-modprobe.teこのファイル
は audit2allow コマンドによっ
て生成されます。SELinux ドメ
イン、ポリシーソースディレク
トリ、サブディレクトリが含ま
れ、ドメインに関連するアクセ
スベクタールールと遷移を指定
します。ファイルのコンテンツ
を表示するには、次のコマンド
を実行します。

cat my modprobe.te

マイグレーションエンジニア

ポリシーを有効にします。 モジュールを挿入してポリシー
パッケージをアクティブにする
には、次のコマンドを実行しま
す。

semodule -i my-
modprobe.pp

マイグレーションエンジニア

モジュールがロードされている
かどうかを確認してください。

コマンドを実行します。

semodule -l | grep my-
modprobe

SELinux モジュールがロードさ
れると、移行中に SELinux を
無効モードまたはパーミッシブ
モードに設定する必要がなくな
ります。

マイグレーションエンジニア

RHEL ソースサーバーを再起動ま
たは再起動し、データ複製の状
態を確認します。

AWS Migration Service コンソー
ルを開き、データ複製の進行状
況に移動して、RHEL ソースサー
バーを再起動または再起動しま
す。これで、RHEL ソースサー
バーの再起動後にデータ複製が
自動的に再開されるはずです。

マイグレーションエンジニア

関連リソース
• アプリケーション移行サービスのドキュメント
• テクニカルトレーニング資料
• AWS レプリケーションエージェントの問題のトラブルシューティング
• アプリケーション移行サービスポリシー
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再設計

再設計
トピック

• Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換 (p. 1265)
• Aurora PostgreSQL と互換性のあるアプリケーションユーザーとロールを作成する (p. 1271)
• PostgreSQL と互換性のある Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレートす

る (p. 1279)
• Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して、Amazon RDS for Oracle Amazon RDS から 

PostgreSQL 用 Amazon RDS に段階的に移行します。 (p. 1283)
• Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディングを使用して BLOB ファイルをテキストにロード

する (p. 1287)
• AWS CLI と AWS を使用して、AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle 用 

Amazon RDS for PostgreSQL に移行します CloudFormation (p. 1297)
• Oracle のシリアル再利用可能なプラグマパッケージを PostgreSQL に移行する (p. 1305)
• Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへ移行 (p. 1310)
• ファンクションベースのインデックスを Oracle から PostgreSQL に移行する (p. 1314)
• エクステンションを使用して Oracle ネイティブ関数を PostgreSQL に移行する (p. 1318)
• AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB 

に移行する (p. 1324)
• オンプレミスの ThoughtSpot Falcon データベースを Amazon Redshift に移行する (p. 1329)
• AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する (p. 1337)
• AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行する (p. 1340)
• Precisely からのConnect を使用して VSAM ファイルを Amazon RDS または Amazon MSK に移行お

よびレプリケートします (p. 1343)
• Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for MySQL への移行 (p. 1353)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上の IBM Db2 から Aurora PostgreSQL 互換に移

行します (p. 1359)
• AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL S に移行す

る (p. 1364)
• マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for 

PostgreSQL に移行する (p. 1370)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上の Oracle から MySQL 用の Amazon RDS に移

行します。 (p. 1378)
• AWS DMS を使用して Oracle から Amazon DocumentDB に移行する (p. 1384)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から MariaDB 用の Amazon 

RDS に移行します。 (p. 1388)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for 

MySQL S に移行します。 (p. 1395)
• オラクルのバイスタンダーと AWS DMS を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon 

RDS for PostgreSQL に移行する (p. 1398)
• オラクルを使用して Oracle データベースから Amazon RDS for PostgreSQL に移行する 

GoldenGate (p. 1406)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する (p. 1410)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行する (p. 1417)
• オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL にデータを移行する (p. 1424)
• AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server に移行する (p. 1430)
• AWS DMS を使用して、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移

行します。 (p. 1434)
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• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 
Amazon Redshift に移行します。 (p. 1437)

• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して Teradata データベースを Amazon Redshift に移行す
る (p. 1440)

• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミスの Vertica データベースを Amazon 
Redshift に移行します。 (p. 1443)

• オンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL にマイグレーションします。 (p. 1446)
• レガシー・アプリケーションをOracle Pro*CからECPGに移行 (p. 1450)
• 仮想生成カラムをオラクルから PostgreSQL に移行する (p. 1461)
• Aurora PostgreSQL 互換で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする (p. 1465)
• Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL に移行した後にデータベースオブジェクトを検証す

る (p. 1475)

Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora 
PostgreSQL のブールデータ型に変換

ナレシュ・ダメラ (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle ターゲット: Amazon Aurora 
PostgreSQL

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行、ソフトウェ
ア開発とテスト、ストレージと
バックアップ、データベース

AWS サービス: Amazon Aurora; 
AWS DMS; Amazon RDS; AWS 
SCT

概要
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エ
ディションへの移行中に、Amazon Web Services (AWS) Database Migration Service (AWS DMS) で移行
を検証する際にデータが一致しないことがあります。この不一致を防ぐには、VARCHAR2 (1) データ型を
ブールデータ型に変換できます。

VARCHAR2 データ型は可変長のテキスト文字列を格納し、VARCHAR2 (1) は文字列の長さが 1 文字ま
たは 1 バイトであることを示します。VARCHAR2 の詳細については、「Oracle の組み込みデータ型」
(Oracle ドキュメント) を参照してください。

このパターンでは、サンプルソースデータテーブル列の VARCHAR2 (1) データは、Yes の場合は Y、No
の場合は N です。 このパターンには、AWS DMS と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用し
て、このデータ型を VARCHAR2 (1) の Y 値と N 値から Boolean の true または false 値に変換する手順が
含まれています。

ターゲットオーディエンス

このパターンは、AWS DMS を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL 互換に移行した経験
があるユーザーにおすすめです。移行を完了したら、「PostgreSQL 用の Oracle から Amazon RDS への
変換」または「Amazon Aurora PostgreSQL」(AWS SCT ドキュメント) の推奨事項に従ってください。
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前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 認証情報、権限、セキュリティグループの設定を含め、環境が Aurora に対応していることを確認しま

す。詳細については、「Amazon Aurora 用の環境のセットアップ (Aurora ドキュメント)」を参照してく
ださい。

• VARCHAR2 (1) データを含むテーブル列を含むソース Amazon RDS for Oracle データベース。
• ターゲットの Amazon Aurora greSQL 互換性のあるデータベースインスタンス 詳細については、「デー

タベースクラスターの作成」を参照してください。また、「PostgreSQL データベースクラスター上の
データベースへの接続」を参照してください。

製品バージョン

• Amazon RDS for Oracle が 12.0.2 以降
• AWS DMS バージョン 3.1.4 以降 詳細については、「AWS DMS のソースとして Oracle データベース

を使用する」および「AWS DMS のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する」(AWS 
DMS ドキュメント) を参照してください。最も包括的なバージョンと機能のサポートを受けるには、最
新バージョンの AWS を使用することをお勧めします。

• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) バージョン 1.0.632 またはそれ以降。最も包括的なバージョ
ンと機能サポートのため、最新バージョンの AWS SCT を使用することをお勧めします。

• Aurora は、Aurora PostgreSQL 互換のデータベースエンジンバージョン (Aurora ドキュメント) に記載
されている PostgreSQL バージョンをサポートしています。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

Amazon RDS for Oracle データベースインスタンス

ターゲットテクノロジースタック

Amazon Aurora greSQL 互換性のあるデータベースインスタンス

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス
ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。

• AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して AWS クラウドに、またはクラウドセット
アップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間にデータストアを移行できます。

• Amazon RDS for Oracle を使用して、Oracle リレーショナルデータベースを AWS クラウドでセット
アップ、運用、および拡張できます。

• AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコー
ドを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移
行をサポートします。
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_SettingUp_Aurora.html
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その他のサービス

• Oracle SQL Developerは、従来の導入環境とクラウドベースの導入環境の両方で、Oracleデータベース
の開発と管理を簡素化する統合開発環境です。このパターンでは、このツールを使用して Amazon RDS 
for Oracle データベースインスタンスに接続し、データをクエリします。

• pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソースの管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管
理、使用に役立つグラフィカルインターフェイスを提供します。このパターンでは、このツールを使用
して Aurora データベースインスタンスに接続し、データをクエリします。

エピック
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

データベース移行レポートを作
成します。

1. AWS SCT で、データベース
移行評価レポートを作成しま
す。詳細については、「移行
評価レポートの作成」を参照
してください。

2. 移行評価レポートのアクショ
ン項目を確認して実行しま
す。詳細については、「評価
レポートのアクションアイテ
ム」を参照してください。

DBA、開発者

ターゲットデータベースの外部
キーの制約を無効にします。

PostgreSQL では、外部キーは
トリガーを使用して実装され
ます。フルロードフェーズで
は、AWS DMS は各テーブルを 
1 つずつロードします。全ロー
ド中は、次のいずれかの方法を
使用して、外部キーの制約を無
効にすることを強くお勧めしま
す。

• インスタンスからすべての
トリガーを一時的に無効にし
て、全ロードを終了します。

• PostgreSQL で
は、session_replication_role
パラメータを使用します。

外部キー制約を無効にできない
場合は、親テーブルと子テーブ
ルに固有のプライマリデータの 
AWS DMS 移行タスクを作成し
ます。

DBA、開発者

ターゲットデータベースのプラ
イマリキーとユニークキーを無
効にします。

次のコマンドを使用して、ター
ゲットデータベースの主キー
と制約を無効にします。これ
により、初期ロードタスクのパ
フォーマンスを改善できます。

DBA、開発者
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タスク 説明 必要なスキル

ALTER TABLE <table> DISABLE 
 PRIMARY KEY;

ALTER TABLE <table> 
 DISABLE CONSTRAINT 
 <constraint_name>;

初期ロードタスクを作成しま
す。

AWS DMS で、初期ロード用の
移行タスクを作成します。手順
については、「タスクの作成」
を参照してください。移行方法
として、[既存データの移行] を選
択します。この移行メソッドは 
API Full Loadで呼び出されま
す。このタスクはまだ開始しな
いでください。

DBA、開発者

初期ロードタスクのタスク設定
を編集します。

タスク設定を編集してデータ検
証を追加します。これらの検証
設定は JSON ファイルで作成
する必要があります。手順と例
については、「タスク設定の指
定」を参照してください。次の
検証を追加してください。

• VARCHAR2 (1) データがター
ゲットデータベースで正確
に Boolean に変換されてい
ることを検証するには、こ
のパターンの追加情報セク
ションにあるデータ検証ス
クリプトにコードを追加しま
す (p. 1271)。検証スクリプト
は、ターゲットテーブルの 1
の Boolean 値を Y に、0 を N
に変換し、ターゲットテーブ
ルの値をソーステーブルと比
較します。

残りのデータ移行を検証するに
は、タスクのデータ検証を有
効にします。詳細については、
「データ検証タスク設定」を参
照してください。

AWS 管理者、データベース管理
者
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タスク 説明 必要なスキル

進行中のレプリケーションタス
クを作成します。

AWS DMS で、ターゲットデー
タベースをソースデータベース
と同期させる移行タスクを作成
します。手順については、「タ
スクの作成」を参照してくださ
い。移行方法として、[データ変
更のみをレプリケート] を選択し
ます。このタスクはまだ開始し
ないでください。

DBA

移行タスクのテスト

タスク 説明 必要なスキル

テスト用のサンプルデータを作
成します。

ソースデータベースで、テスト
用のデータを含むサンプルテー
ブルを作成します。

デベロッパー

競合するアクティビティがない
ことを確認します。

pg_stat_activityを使用し
て、移行に影響する可能性のあ
るサーバー上のアクティビティ
がないか確認します。詳細につ
いては、「統計コレPostgreSQL
を参照してください。

AWS 管理者

AWS DMS 移行タスクを開始し
ます。

AWS DMS コンソールのダッ
シュボードページで、前のエ
ピックで作成した初期ロードタ
スクと進行中のレプリケーショ
ンタスクを開始します。

AWS 管理者

タスクとテーブルのロード状態
を監視します。

移行中は、タスクのステータス
とテーブルの状態を監視しま
す。初期ロードタスクが完了し
たら、[テーブル統計] タブで:

• ロード状態は「テーブル完
了」になっているはずです。

• 検証状態は検証済みである必
要があります。

AWS 管理者

移行結果を確認します。 pgAdmin を使用して、ターゲッ
トデータベースのテーブルをク
エリします。 クエリが成功する
と、データが正常に移行された
ことを示します。

デベロッパー

ターゲットデータベースに主
キーと外部キーを追加します。

ターゲットデータベースでプラ
イマリキーと外部キーを作成し
ます。詳細については、「テー
ブルの変更」(PostgreSQL ウェ
ブサイト) を参照してください。

DBA

テストデータをクリーンアップ
します。

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースで、ユニットテ

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
スト用に作成されたデータをク
リーンアップします。

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

移行を完了します。 実際のソースデータを使用し
て、前のエピックである「移行
タスクをテストする」を繰り返
します。 これにより、移行元
のデータベースからターゲット
データベースにデータが移行し
ます。

デベロッパー

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースが同期している
ことを確認します。

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースが同期している
ことを確認します。詳細と手順
については、「AWS DMS デー
タ検証」を参照してください。

デベロッパー

ソースデータベースを停止しま
す。

Amazon RDS for Oracle データ
ベースを停止します。手順に
ついては、「一時的に Amazon 
RDS インスタンスを停止す
る」を参照してください。
ソースデータベースを停止する
と、AWS DMS の初期ロードタ
スクと進行中のレプリケーショ
ンタスクが自動的に停止しま
す。これらのタスクを停止する
ために追加のアクションは必要
ありません。

デベロッパー

関連リソース
AWS リファレンス

• AWS DMS と AWS SCT (AWS Prescriptive Guidance) を使用して Oracle データベースを Aurora 
PostgreSQL に移行する

• Oracle から PostgreSQL または PostgreSQL または Amazon PostgreSQL または PostgreSQL または 
PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL または PostgreSQL または Amazon PostgreSQL また
は Amazon

• AWS DMS の仕組み (AWS DMS ドキュメント)

その他の参考資料

• ブーリアンデータ型 (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• オラクルの組み込みデータ型 (オラクルのドキュメント)
• pgAdmin (pgAdmin ウェブサイト)
• SQL 開発者 (オラクルのウェブサイト)
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チュートリアルとビデオ

• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon RDS の使用を開始する
• AWS DMS の概要 (ビデオ)
• Amazon RDS について (ビデオ)

追加情報
データ検証スクリプト

次のデータ検証スクリプトは、1 を Y に、0 を N に変換します。 これにより、AWS DMS タスクはテーブ
ルの検証を正常に完了して合格できます。

{
"rule-type": "validation",
"rule-id": "5",
"rule-name": "5",
"rule-target": "column",
"object-locator": {
"schema-name": "ADMIN",
"table-name": "TEMP_CHRA_BOOL",
"column-name": "GRADE"
},
"rule-action": "override-validation-function",
"target-function": "case grade when '1' then 'Y' else 'N' end" 
        }

caseスクリプト内のステートメントが検証を実行します。検証が失敗した場合、AWS DMS はターゲット
データベースインスタンスの public.awsdms_validation_failures_v1 テーブルにレコードを挿入します。こ
のレコードには、テーブル名、エラー時間、ソーステーブルとターゲットテーブルの不一致値に関する詳
細が含まれます。

このデータ検証スクリプトを AWS DMS タスクに追加せず、データがターゲットテーブルに挿入される
と、AWS DMS タスクは検証状態を Mismatch Records と表示します。

AWS SCT の変換中に、AWS DMS 移行タスクは VARCHAR2 (1) データ型のデータ型をブール型に変更
し、"NO"列にプライマリキー制約を追加します。

Aurora PostgreSQL と互換性のあるアプリケーション
ユーザーとロールを作成する

作成者:アビシェック・バーマ (AWS)

環境:PoC またはパイロット ソース:任意のデータベース ターゲット:PostgreSQL データ
ベース

R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:オープンソース テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:アマゾン 
RDS、Amazon Aurora
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概要
Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行する場合、ソースデータベースに存在するデータ
ベースユーザーとロールを Aurora PostgreSQL 互換データベースに作成する必要があります。Aurora 
PostgreSQL と互換性のあるユーザーとロールを作成するには、次の 2 つの方法があります。

• ターゲットでは、ソースデータベースと同様のユーザーとロールを使用します。この方法では、ユー
ザーとロールのデータ定義言語 (DDL) がソースデータベースから抽出されます。その後、それらは変
換され、ターゲットの Aurora PostgreSQL 互換データベースに適用されます。たとえば、ブログ記事
「SQL を使用して Oracle のユーザ、ロール、権限を Oracle から PostgreSQL にマッピングする」で
は、Oracle ソースデータベースエンジンから抽出する方法について説明しています。

• 開発、管理、およびデータベース内のその他の関連操作の実行によく使用される標準化されたユーザー
とロールを使用してください。これには、それぞれのユーザーが実行する読み取り専用、読み取り/書き
込み、開発、管理、およびデプロイ操作が含まれます。

このパターンには、標準化されたユーザーとロールのアプローチに必要な Aurora PostgreSQL 互換での
ユーザーとロールの作成に必要な権限が含まれています。ユーザーとロールの作成手順は、データベース
ユーザーに最小限の権限を与えるというセキュリティポリシーに沿っています。次の表は、ユーザー、対
応するロール、およびデータベースの詳細を示しています。

ユーザー [Role (ロール) 目的

APP_read APP_RO スキーマの読み取り専用アクセ
スに使用されますAPP

APP_WRITE APP_RW スキーマの書き込み操作と読み
取り操作に使用されますAPP

APP_dev_user APP_DEV スキーマの開発目的で使用さ
れAPP_DEV、スキーマには読
み取り専用アクセス権が付きま
すAPP

Admin_User rds_superuser データベースに対する管理者操
作の実行に使用されます

APP APP_DEP スキーマの下のオブジェクトを
作成したり、APPAPPスキーマ内
のオブジェクトを配布したりす
るために使用されます

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services（AWS）アカウント
• PostgreSQL データベース、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションデータベース、または 

PostgreSQL データベース用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

製品バージョン

• PostgreSQL のすべてのバージョン
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アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換SQL

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Aurora PostgreSQL 互換データベースのユーザーロールとスキーマアーキテクチャを示してい
ます。

                                                                                                                                    

自動化とスケール

このパターンには、ユーザー、ロール、およびスキーマ作成スクリプトが含まれており、ソースまたは
ターゲットデータベースの既存のユーザーに影響を与えずに複数回実行できます。

Tools
AWS サービス

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイメントのセットアップ、運
用、およびスケーリングに役立つ、フルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエン
ジンです。

その他のサービス

• psqlは、PostgreSQLデータベースをインストールするたびにインストールされるターミナルベースのフ
ロントエンドツールです。SQL、PL-PGSQL、およびオペレーティングシステムコマンドを実行するた
めのコマンドラインインターフェイスを備えています。

• pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管
理、使用に役立つグラフィカルインターフェイスを提供します。

叙事詩
ユーザーとロールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

デプロイユーザーの作成 APPデプロイユーザーは、デプロ
イ中にデータベースオブジェク
トを作成および変更するために
使用されます。次のスクリプト
を使用して、APP_DEPスキーマ
にデプロイユーザーロールを作
成しますAPP。アクセス権を検証
して、このユーザーが必要なス
キーマでオブジェクトを作成す

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
る権限のみを持っていることを
確認しますAPP。

1. admin ユーザーConnect し、
スキーマを作成します。

CREATE SCHEMA APP;

2. ユーザーを作成します。

CREATE USER APP WITH 
 PASSWORD  <password> ;

3. ロールを作成します。

CREATE ROLE APP_DEP ;
GRANT all on  schema APP 
 to APP_DEP ;
GRANT USAGE ON SCHEMA APP 
 to APP_DEP ;
GRANT connect on database 
 <db_name>  to APP_DEP ;
GRANT APP_DEP to APP;

4. 権限をテストするに
は、APPテーブルに接続して
作成します。

set search_path to APP;
SET
CREATE TABLE test(id 
 integer ) ;
CREATE TABLE

5. 権限を確認してください。

select schemaname  , 
 tablename , tableowner 
    from pg_tables where 
 tablename like 'test' ;
schemaname   | tablename | 
  tableowner  
APP                  | 
 test            | APP
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タスク 説明 必要なスキル

読み取り専用ユーザーを作成し
ます。

APP_read読み取り専用ユーザー
は、スキーマの読み取り専用操
作の実行に使用されますAPP。
次のスクリプトを使用して、読
み取り専用ユーザーを作成しま
す。アクセス権を検証して、こ
のユーザーがスキーマ内のオブ
ジェクトを読み取るだけの権限
を持っていること、APPおよびス
キーマで作成された新しいオブ
ジェクトの読み取りアクセス権
を自動的に付与することを確認
しますAPP。

1. ユーザーを作成しま
すAPP_read。

create user APP_read ;
alter user APP_read 
 with password 
 'your_password' ;

2. ロールを作成します。

CREATE ROLE APP_ro ;
GRANT SELECT ON ALL TABLES 
 IN SCHEMA  APP  TO  
 APP_RO   ;
GRANT USAGE ON SCHEMA  APP 
   TO APP_RO
GRANT CONNECT ON DATABASE  
 testdb  TO APP_RO ;
GRANT APP_RO TO APP_read;

3. 権限をテストするに
は、APP_readユーザーを使
用してログインします。

set search_path to APP ;
create table test1( id 
 integer) ;
ERROR:  permission denied 
 for schema APP
LINE 1: create table 
 test1( id integer) ;
insert into test values 
 (34) ;
ERROR: permission denied 
 for table test SQL state: 
 42501
select from test
no rows selected

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

読み取り/書き込みユーザーを作
成します。

APP_WRITE読み取り/書き込み
オペレーションを実行できませ
んAPP。次のスクリプトを使用し
て読み取り/書き込みユーザーを
作成し、APP_RWそのユーザーに
ロールを付与します。アクセス
権を検証して、このユーザーが
スキーマ内のオブジェクトに対
してのみ読み取りおよび書き込
み権限を持っていること、APPお
よびスキーマで作成された新し
いオブジェクトに対する読み取
りおよび書き込みアクセス権が
自動的に付与されていることを
確認しますAPP。

1. ユーザーを作成します。

CREATE USER APP_WRITE ;
alter user APP_WRITE 
  with password 
 'your_password' ;

2. ロールを作成します。

CREATE ROLE APP_RW;
GRANT SELECT, INSERT, 
 UPDATE, DELETE ON ALL 
 TABLES IN SCHEMA APP   TO 
 APP_RW ;
GRANT CONNECT ON DATABASE 
 postgres to APP_RW ;
GRANT USAGE ON SCHEMA APP 
 to APP_RW ;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES 
 IN SCHEMA APP
GRANT SELECT, INSERT, 
 UPDATE, DELETE ON TABLES 
 TO APP_RW ;
GRANT APP_RW to APP_WRITE

3. 権限をテストするに
は、APP_WRITEユーザーを使
用してログインします。

SET SEARCH_PATH to APP;
CREATE TABLE test1( id 
 integer) ;
ERROR:   permission denied 
 for schema APP
LINE 1: create table 
 test1( id integer) ;
SELECT * FROM test ;
id  
----
12
INSERT INTO test values 
 (31) ;
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タスク 説明 必要なスキル
INSERT 0 1

管理者ユーザーを作成します。 Admin_User管理者ユーザー
は、データベースの管理操作
を実行するために使用されま
す。これらの操作の例として
は、CREATE ROLEやがあり
ますCREATE DATABASE。
Admin_Userrds_superuser組
み込みロールを使用してデータ
ベースの管理操作を実行しま
す。次のスクリプトを使用し
て、Admin_Userデータベース
内の管理者ユーザーの権限を作
成してテストします。

1. ユーザーを作成し、ロールを
付与します。

create user Admin_User 
 WITH PASSWORD   ‘Your 
 password’
ALTER user Admin_user 
 CREATEDB;
ALTER user Admin_user 
 CREATEROLE;

2. 権限をテストするに
は、Admin_Userユーザーか
らログインします。

SELECT * FROM APP.test ; 
  id 
  ---- 
   31
CREATE ROLE TEST ;
CREATE DATABASE test123 ;

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

開発ユーザーを作成します。 APP_dev_user開発ユーザー
には、APP_DEVローカルス
キーマにオブジェクトを作成
する権限と、APPスキーマの
読み取りアクセス権がありま
す。次のスクリプトを使用し
て、APP_dev_userデータベー
ス内のユーザーの権限を作成し
てテストします。

1. ユーザーを作成します。

CREATE USER APP1_dev_user 
 with password ‘your 
 password’;

2. APP_DEVのスキーマを作成し
ますApp_dev_user。

CREATE SCHEMA APP1_DEV ;

3. APP_DEV ロールを作成し、

CREATE ROLE APP1_DEV ;
GRANT   APP1_RO to 
 APP1_DEV ;
GRANT SELECT ON ALL TABLES 
 IN SCHEMA APP1_DEV to 
 APP1_dev_user
GRANT USAGE, CREATE 
 ON SCHEMA APP1_DEV to 
 APP1_DEV_USER
GRANT APP1_DEV  to 
 APP1_DEV_USER ;

4. 権限をテストするに
は、APP_dev_userからログ
インします。

CREATE TABLE 
 APP1_dev.test1( id 
 integer ) ;
CREATE TABLE
INSERT into APP1_dev.test1 
 ( select * from 
 APP1.test );
INSERT 0 1
CREATE TABLE APP1.test4 
 ( id int) ;
ERROR:   permission denied 
 for schema APP1
LINE 1: create table 
 APP1.test4 ( id int) ;

DBA
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して Oracle DR をエミュレートします。

関連リソース
PostgreSQL ドキュメンテーション

• ロールを作成
• ユーザーを作成
• 定義済みロール

 

追加情報
PostgreSQL 14 の機能強化

PostgreSQL 14には、一般的に必要とされる特定の特権機能や情報へのアクセスを許可する定義済みの
ロールのセットが用意されています。管理者 (CREATE ROLE権限を持つロールを含む) は、これらのロー
ルまたは環境内の他のロールをユーザーに付与して、指定された機能や情報へのアクセスを提供できま
す。

管理者は、GRANTコマンドを使用してユーザーにこれらのロールへのアクセスを許可できます。たとえ
ば、pg_signal_backendにロールを付与するにはAdmin_User、次のコマンドを実行します。

GRANT pg_signal_backend TO Admin_User;

pg_signal_backendこのロールは、管理者がスーパーユーザー以外の信頼できるロールが他のバックエ
ンドにシグナルを送信できるようにすることを目的としています。詳細については、PostgreSQL 14 エン
ハンスメントを参照してください。

微調整アクセス

場合によっては、より詳細なアクセス権をユーザーに提供する必要がある場合があります (テーブルベー
スのアクセスや列ベースのアクセスなど)。このような場合は、追加のロールを作成して、それらの権限を
ユーザーに付与できます。詳細については、PostgreSQL 助成金を参照してください。

PostgreSQL と互換性のある Aurora グローバルデータ
ベースを使用して Oracle DR をエミュレートする

HariKrishna ボオルガッダ (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle ターゲット: Aurora PostgreSQL

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行、モダナイ
ゼーション、データベース

AWS サービス: Amazon Aurora

概要
エンタープライズディザスタリカバリ（DR）のベストプラクティスは、基本的に、最小限の介入で災害か
ら生き残り（事業継続）、通常の運用を再開（事業再開）できる、耐障害性のあるハードウェアおよびソ
フトウェアシステムを設計および実装することです。理想的には、データ損失はありません。企業の DR 
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して Oracle DR をエミュレートします。

目標を達成するために耐障害性のある環境を構築するには、費用と時間がかかり、企業による強いコミッ
トメントが必要です。

Oracle Databaseには、Oracleデータを保護する他のアプローチと比較して最高レベルのデータ保護と可用
性を提供する、3つの異なるDRアプローチが用意されています。

• Oracle ゼロデータ損失リカバリアプライアンス
• Oracle Active Data Guard
• オラクル GoldenGate

このパターンは、Amazon Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle GoldenGate DR をエミュ
レートする方法を提供します。このリファレンスアーキテクチャでは、3 つの AWS リージョンにわたっ
て Oracle GoldenGate を DR に使用しています。このパターンでは、ソースアーキテクチャを Amazon 
Aurora PostgreSQL 互換エディションに基づくクラウドネイティブの Aurora グローバルデータベースに再
プラットフォーム化する手順をたどります。

Aurora グローバルデータベースは、グローバルフットプリントを持つアプリケーション向けに設計されて
います。1 つの Aurora データベースは、最大 5 つのセカンダリリージョンを含む複数の AWS リージョン
にまたがっています。Aurora グローバルデータベースには以下の機能があります。

• 物理ストレージレベルのレプリケーション
• 低レイテンシーのグローバル読み取り
• 地域全体のシステム停止からの迅速な災害復旧
• すばやいクロスリージョン移行
• リージョン間のレプリケーション遅延が少ない
• Little-to-no データベースのパフォーマンスへの影響

Aurora Global Database の機能と利点については、「Amazon Aurora Aurora Global Database の使
用」を参照してください。計画外フェールオーバーとマネージドフェールオーバーの詳細については、
「Amazon Aurora グローバルデータベースでのフェイルオーバーの使用」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント 
• アプリケーション接続のための Java データベース接続 (JDBC) PostgreSQL ドライバー
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに基づく Aurora グローバルデータベース
• Oracle リアルアプリケーションクラスタ (RAC) データベースを Aurora PostgreSQL 互換に基づく 

Aurora グローバルデータベースに移行しました

Aurora グローバルデータベースの制限

• Aurora グローバルデータベースは、一部の AWS リージョンでは使用できません。サポートされている
リージョンのリストについては、「Aurora PostgreSQL を使用した Aurora Global Database」を参照し
てください。

• Aurora グローバルデータベースのサポートされていない機能やその他の制限については、「Amazon 
Aurora グローバルデータベースの制限」を参照してください。

製品バージョン

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションバージョン 10.14 以降
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して Oracle DR をエミュレートします。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オラクル RAC 4 ノードデータベース
• オラクル GoldenGate

ソースアーキテクチャ

次の図は、Oracle を使用してレプリケートされた、異なる AWS リージョンにある 4 ノード Oracle RAC 
を含む 3 つのクラスターを示しています GoldenGate。

ターゲットテクノロジースタック

• Aurora PostgreSQL 互換に基づく 3 クラスター Amazon Aurora グローバルデータベースで、1 つのクラ
スターがプライマリリージョンに、2 つのクラスターがそれぞれ異なるセカンダリリージョンにある

ターゲットアーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス
ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。

• Amazon Aurora Global Database は複数の AWS リージョンにまたがり、低レイテンシーのグローバル
読み取りを可能にし、AWS リージョン全体に影響が及ぶ可能性のある機能停止から、すばやい復旧を行
います。

エピック
リーダー DB インスタンスを使用してリージョンを追加

タスク 説明 必要なスキル

1 つ以上のセカンダリAurora ク
ラスターをアタッチします。

[AWS マネジメントコンソール] 
で [Amazon Aurora] を選択しま
す。プライマリクラスターを選
択し、[アクション] を選択して、
ドロップダウンリストから [リー
ジョンの追加] を選択します。

DBA

インスタンスクラスを選択しま
す。

セカンダリクラスターのインス
タンスクラスは変更できます。
ただし、主クラスタインスタン
スクラスと同じにしておくこと
をお勧めします。

DBA

3 番目のリージョンを追加しま
す。

このエピックの手順を繰り返し
て、3 番目のリージョンにクラス
ターを追加します。

DBA
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して Oracle DR をエミュレートします。

Aurora グローバルデータベースのフェイルオーバー

タスク 説明 必要なスキル

Aurora Global Database からプ
ライマリクラスターを解除しま
す。

1. [Database] (データベース) 
ページで、プライマリクラス
ターを選択します。

2. [グローバルから削除] を選択
し、セカンダリクラスターに
フェイルオーバーします。

DBA

新しく昇格させたクラスターに
書き込みトラフィックを振り向
けるようにアプリケーションを
設定し直します。

アプリケーションのエンドポイ
ントを、新しくプロモートされ
たクラスターのエンドポイント
に変更します。

DBA

使用できないクラスターへの書
き込み操作の実行を停止しま
す。

削除したクラスターへのアプリ
ケーションとデータ操作言語 
(DML) アクティビティを停止し
ます。

DBA

新しい Aurora グローバルデータ
ベースを作成します。

これで、新しく昇格させたクラ
スターをプライマリクラスター
としてAurora Global Database 
を作成できるようになりまし
た。

DBA

プライマリクラスターを起動します。

タスク 説明 必要なスキル

グローバルデータベースから起
動するプライマリクラスターを
選択します。

Amazon Aurora コンソールのグ
ローバルデータベース設定で、
プライマリクラスターを選択し
ます。

DBA

クラスターを起動します。 「アクション」ドロップダウン
リストで、「開始」を選択し
ます。このプロセスには時間が
かかる場合があります。操作が
完了したら、画面を更新してス
テータスを確認するか、ステー
タス列でクラスターの現在の状
態を確認します。

DBA

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

残りの二次クラスターを削除し
ます。

フェイルオーバーパイロットの
完了後、グローバルデータベー
スからセカンダリクラスターを
解除します。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

プライマリクラスターを削除し
ます。

クラスターを解除します。 DBA

関連リソース
• Amazon Aurora グローバルデータベースの使用
• Amazon Aurora グローバルデータベースを使用した Aurora PostgreSQL ディザスタリカバリソリュー

ション (ブログ記事)

Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用し
て、Amazon RDS for Oracle Amazon RDS から 
PostgreSQL 用 Amazon RDS に段階的に移行します。
ピネシュ・シグナル (AWS) により作成

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS 
PostgreSQL

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle; オープン
ソース

テクノロジー: 移行、データベー
ス、最新化

AWS サービス: Amazon EC2; 
Amazon RDS

概要
移行戦略やアプローチの多くは、数週間から数ヶ月に及ぶ複数のフェーズに分かれています。この
間、PostgreSQL DB インスタンスに移行するソース Oracle DB インスタンスのパッチ適用またはアップグ
レードが原因で、遅延が発生する可能性があります。このような状況を回避するには、残りの Oracle デー
タベースコードを PostgreSQL データベースコードに段階的に移行することをお勧めします。

このパターンは、最初の移行後に実行されるトランザクションの数が多く、PostgreSQL データベースに
移行する必要がある数テラバイトの Oracle DB インスタンスに対して、ダウンタイムのない段階的な移行
戦略を提供します。 step-by-step このパターンのアプローチを使用すると、Amazon Web Services (AWS) 
マネジメントコンソールにサインインしなくても、Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを Amazon 
RDS for PostgreSQL DB インスタンスに段階的に移行できます。

このパターンでは、Oracle SQL Developer を使用して、ソース Oracle データベース内の 2 つのスキーマ
の違いを検出します。次に、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、Amazon RDS for 
Oracle データベーススキーマオブジェクトを Amazon RDS for PostgreSQL データベーススキーマオブ
ジェクトに変換します。その後、Windows コマンドプロンプトで Python スクリプトを実行して、ソース
データベースオブジェクトへの段階的な変更に対応する AWS SCT オブジェクトを作成できます。

[Note:] (メモ:) 本番環境のワークロードを移行する前に、テスト環境または非本番環境でこのパターンのア
プローチの概念実証 (PoC) を実行することをお勧めします。

前提条件と制限
前提条件
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• アクティブ AWS アカウント。
• 既存の Amazon RDS for Oracle DB インスタンス。 
• 既存の Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス。
• AWS SCT。Oracle および PostgreSQL データベースエンジン用の JDBC ドライバを使用してインス

トールおよび設定されています。詳細については、AWS SCT ドキュメントの「AWS SCT のインス
トール」と「必要なデータベースドライバーのインストール」を参照してください。 

• Oracle SQL 開発者、インストールおよび構成済み。詳細については、Oracle SQL 開発者向けドキュメ
ントを参照してください。 

• incremental-migration-sct-sql.zipファイル (添付ファイル) は、お使いのコンピュータにダウ
ンロードされています。

 

機能制限

• ソース Amazon RDS for Oracle DB インスタンスの最小要件は以下のとおりです。
• Enterprise、Standard One エディションの Oracle バージョン 10.c 以降 (バージョン 10.x 用) および 

12.2.0.3.v1 以降 (バージョン 11.2.0.0.v1 以降) および 12.2 および 18c
• ターゲットの Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスの最小要件は以下のとおりです。 

• PostgreSQL バージョン 9.x 以降 (バージョン 9.x 用)、10.x、10.x
• このパターンでは Oracle SQL Developer を使用します。他のツールを使用してスキーマの違いを見つけ

てエクスポートすると、結果が異なる場合があります。
• Oracle SQL Developerによって生成されたSQLスクリプトによって変換エラーが発生する可能性があり

ます。つまり、手動で移行を実行する必要があります。

• AWS SCT のソースとターゲットのテスト接続が失敗した場合は、受信トラフィックを受け入れるよう
に、仮想プライベートクラウド (VPC) セキュリティグループの JDBC ドライバーのバージョンとインバ
ウンドルールを設定してください。

 

製品バージョン

• Amazon RDS for Oracle DB インスタンスバージョン 12.1.0.2 (バージョン 10.10.2 以降)
• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスバージョン 11.5 (バージョン 9.4 以降)
• Oracle SQL Developer バージョン 19.1 以降
• AWS SCT バージョン 1.0.632 およびそれ以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Amazon RDS for Oracle DB インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ
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次の図は、Amazon RDS for Oracle DB インスタンスから Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス
への移行を示しています。

図表に示す内容は以下の移行ワークフローです。

1. Oracle SQL Developer を開き、ソースデータベースとターゲットデータベースに接続します。
2. 差分レポートを生成し、スキーマ差分オブジェクトの SQL スクリプトファイルを生成します。差分レ

ポートの詳細については、Oracle ドキュメントの「詳細な差分レポート」を参照してください。
3. AWS SCT を設定し、Python コードを実行します。
4. SQL スクリプトファイルは Oracle から PostgreSQL に変換されます。
5. ターゲットの PostgreSQL DB インスタンスで SQL スクリプトファイルを実行します。 

 

自動化とスケーリング

この移行は、1 つのプログラムに含まれる複数の機能のパラメーターやセキュリティ関連の変更を Python 
スクリプトに追加することで自動化できます。

Tools
• AWS SCT — AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、既存のデータベーススキーマをあるデー

タベースエンジンから別のデータベースエンジンに変換します。
• Oracle SQL Developer — Oracle SQL Developerは、従来のデプロイとクラウドベースのデプロイの両

方で、Oracleデータベースの開発と管理を簡素化する統合開発環境（IDE）です。

 

Code

incremental-migration-sct-sql.zipファイル（添付）には、このパターンの完全なソースコード
が含まれています。

エピック
ソースデータベーススキーマの違いに対応する SQL スクリプトファイルを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

Oracle SQL Developer でデータ
ベース差分を実行します。

1. ソース Oracle DB インスタン
スにサインインし、[ツール] 
を選択してから [データベース
の差分] を選択します。

2. ソース接続でソースデータ
ベースを選択します。

3. 宛先接続で、更新またはパッ
チが適用されたソースデータ
ベースを選択します。

4. 要件に応じて残りのオプショ
ンを設定し、[次へ] を選択
し、次に [完了] を選択して差
分レポートを生成します。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

SQL スクリプトファイルを生成
します。

「スクリプトを生成」を選択し
て、SQL ファイルの違いを生成
します。 

これにより、AWS SCT が
データベースを Oracle から 
PostgreSQL に変換するために使
用する SQL スクリプトファイル
が生成されます。

DBA

Python スクリプトを使用して AWS SCT でターゲット DB オブジェクトを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

Windows コマンドプロンプトを
使用して AWS SCT を設定しま
す。

1. プレインストール
されている AWS 
SCTAWSSchemaConversionToolBatch.jar
フォルダからファイルをコ
ピーし、作業ディレクトリに
貼り付けます。

2. incremental-migration-
sct-sql.zipフォルダー (添
付)run_aws_sct_sql.py
のファイルから Python コー
ドをデプロイします。これ
により、ソースとターゲッ
トのデータベース環境設定
の詳細を含む.xml ファイル
と.sctprojects ファイル
がディレクトリに作成され
ます。また、Oracle SQL 
Developer で生成した SQL ス
クリプトファイルも読み取り
ます。最後に、outputディ
レクトリに.sql ファイルオブ
ジェクトを作成します。

3. 次の形式を使用し
て、database_migration.txtファ
イル内のソース環境とター
ゲット環境の設定の詳細を設
定します。

#source_vendor,source_hostname,source_dbname,source_user,source_pwd,source_schema,source_port,source_sid,target_vendor,target_hostname,target_user,target_pwd,target_dbname,target_port

ORACLE,myoracledb.cokmvis0v46q.us-
east-1.rds.amazonaws.com,ORCL,orcl,orcl1234,orcl,1521,ORCL,POSTGRESQL,mypgdbinstance.cokmvis0v46q.us-
east-1.rds.amazonaws.com,pguser,pgpassword,pgdb,5432

4. 要件に応じて AWS SCT 
設定パラメータを変更
し、SQLinput スクリプトファ

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
イルをサブディレクトリの作業
ディレクトリにコピーします。

Python スクリプトを実行しま
す。

1. 次のコマンドを使用し
て Python スクリプトを
実行します。$ python 
run_aws_sct_sql.py 
database_migration.txt

2. これにより、DB オブジェクト
の SQL ファイルが作成されま
す。変換エラーのある未変換
コードは、手動で変換できま
す。

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL で
オブジェクトを作成します

SQL ファイルを実行し
て、Amazon RDS for 
PostgreSQL DB インスタンスに
オブジェクトを作成します。

DBA

関連リソース
• Amazon RDS 上のオラクル 
• Amazon RDS 上の PostgreSQL
• AWS SCT ユーザーインターフェイスの使用
• オラクルを AWS SCT のソースとして使用する

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディング
を使用して BLOB ファイルをテキストにロードする
バヌ・ガネーシュ・グディバダ (AWS) とジーバン・シェティ (AWS) が作成

環境:プロダクション ソース:オンプレミスの Oracle 
データベース

対象:Aurora PostgreSQL 互換で
す

R タイプ:リアーキテクト ワークロード:オラクル、オープ
ンソース

テクノロジー:移行; データベース

AWS サービス:Amazon Aurora

概要
多くの場合、移行中に、ローカルファイルシステム上のファイルからロードされた非構造化データや構造
化データを処理しなければならない場合があります。データの文字セットが、データベースの文字セット
とは異なる場合もあります。
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これらのファイルには、次の種類のデータが格納されます。

• メタデータ — このデータはファイル構造を記述します。
• 半構造化データ — これらは JSON や XML などの特定の形式のテキスト文字列です。このようなデータ

については、「常に'<'で始まる」、「改行文字を含まない」などのアサーションを行うことができる場
合があります。

• 全文 — このデータには通常、改行文字や引用符を含むあらゆる種類の文字が含まれます。また、UTF-8 
文字で構成されている場合もあります。

• バイナリデータ — このデータには、 end-of-file バイトまたはヌルやマーカーを含むバイトの組み合わせ
が含まれる場合があります。

これらのタイプのデータを混在させてロードするのは難しい場合があります。

このパターンは、オンプレミスAWS Oracle データベース、Amazon AElastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンス上の Oracle データベース、および Oracle データベース用のAmazon Relational 
Database Service (Amazon) で使用できます。例として、このパターンは Amazon Aurora PostgreSQL 互
換エディションを使用しています。

Oracle Database では、BFILE (バイナリファイル) ポインタ、DBMS_LOBパッケージ、および Oracle シ
ステム関数を使用して、ファイルからロードし、文字エンコーディングを使用して CLOB に変換できま
す。Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションのデータベースに移行する場合、PostgreSQL は BLOB 
データ型をサポートしないため、これらの関数は PostgreSQL 互換のスクリプトに変換する必要がありま
す。

このパターンでは、Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベース内の 1 つのデータベース列にファイル
をロードする 2 つの方法が用意されています。

• 方法 1 — Simple Storage Service (Amazon S3) バケットからデータをインポートしま
す。table_import_from_s3aws_s3

• 方法 2 — データベースの外部で 16 進数にエンコードし、TEXTデータベース内で表示するようにデコー
ドします。

Aurora PostgreSQLaws_s3 互換はエクステンションと直接統合されているため、アプローチ 1 の使用を
お勧めします。

このパターンでは、マルチバイト文字と異なるフォーマットの E メールテンプレートを含むフラットファ
イルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換のデータベースにロードする例を使用します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon RDS インスタンスまたは Aurora PostgreSQL 互換インスタンス
• SQL (Relational Database) の基本的な理解
• Simple Storage Service (Amazon S3) バケットです。
• オラクルとPostgreSQLのシステム機能に関する知識
• RPM Package HexDump-XXD-0.1.1 (Amazon Linux 2 に含まれています)

機能制限

• TEXTデータ型の場合、保存できる最長の文字列は約 1 GB です。

製品バージョン
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• Aurora は Amazon Aurora PostgreSQL アップデートに記載されている PostgreSQL バージョンをサポー
トしています。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Aurora PostgreSQL 互換です

ターゲットアーキテクチャ

方法 1: aws_s3.table_s3.table_import_from_s3

オンプレミスサーバーから、マルチバイト文字とカスタムフォーマットのメールテンプレートを含
むファイルが Amazon S3 に転送されます。このパターンで提供されるカスタムデータベース関数
は、aws_s3.table_import_from_s3関数 withfile_encoding を使用してファイルをデータベースに
ロードし、TEXTクエリ結果をデータ型として返します。

1. ファイルはステージング S3 バケットに転送されます。
2. ファイルは Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースにファイルがアップロードされます。
3. pgAdmin クライアントを使用して、load_file_into_clobカスタム関数が Aurora データベースにデ

プロイされます。
4. このカスタム関数は内部的に file_encodingtable_import_from_s3 とともに使用します。関数からの

出力は、array_to_stringarray_aggTEXTとを出力として使用して取得されます。

方法 2 — データベースの外部で 16 進数にエンコードし、データベース内の TEXT を表示するようにデ
コードする

オンプレミスサーバーまたはローカルファイルシステムのファイルは、16 進ダンプに変換されます。その
後、TEXTファイルはフィールドとして PostgreSQL にインポートされます。

1. xxd -pオプションを使用して、コマンドラインでファイルを 16 進ダンプに変換します。
2. \copyオプションを使用して 16 進ダンプファイルを Aurora PostgreSQL 互換にアップロードし、16 進

ダンプファイルをバイナリにデコードします。
3. バイナリデータをエンコードして、として返しますTEXT。

Tools
AWS サービス

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス
ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

その他のツール

• pgAdmin4は、PostgreSQL用のオープンソースの管理および開発プラットフォームです。pgAdmin4
は、Linux、Unix、Mac OS、およびWindows上でPostgreSQLを管理するために使用できます。 
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エピック
方法 1 からAmazon S3 Aurora PostgreSQL 互換にデータをインポートする

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを起動しま
す。

インスタンスを起動する手順に
ついては、「インスタンスの起
動」を参照してください。

DBA

PostgreSQL クライアントの 
pgAdmin ツールをインストール
します。

pgAdmin をダウンロードしてイ
ンストールします。

DBA

IAM ポリシーを作成します。 ファイルを保存する S3 バケッ
トへのアクセスを許可する AWS 
Identity and Access and Access 
Access Access Access Access 
Access Access Access Access 
Access Access Access Access 
Access Access Access Access 
Access Accessaurora-s3-
access-pol 次のコードを使用
して、S3<bucket-name> バ
ケット名に置き換わります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
               
  "s3:GetObject", 
               
  "s3:AbortMultipartUpload", 
               
  "s3:DeleteObject", 
               
  "s3:ListMultipartUploadParts", 
               
  "s3:PutObject", 
               
  "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<bucket-
name>/*", 
                
 "arn:aws:s3:::<bucket-
name>" 
            ] 
        } 
    ]
}

DBA

Amazon S3 から Aurora 
PostgreSQL 互換にオブジェク

次のコードを使用し
て、aurora-s3-import-

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
トをインポートするための IAM 
ロールを作成します。

roleAssumeRole信頼関係を含
む名前の IAM ロールを作成しま
す。 AssumeRoleユーザーの代
わりに Aurora が他の AWS サー
ビスにアクセスすることを許可
します。

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

IAM ロールをクラスターに関連
付けます。

IAM ロールを Aurora 
PostgreSQL 互換データベース
クラスターに関連付けるには、
次の AWS CLI コマンドを実行
します。Aurora PostgreSQL 
互換データベースをホスト
している AWS アカウントの 
ID<Account-ID> に変更し
ます。これにより、Aurora 
PostgreSQL 互換データベースは 
S3 バケットにアクセスできるよ
うになります。

aws rds add-role-to-db-
cluster --db-cluster-
identifier aurora-postgres-
cl
--feature-name 
 s3Import --role-arn 
 arn:aws:iam::<Account-
ID>:role/aurora-s3-import-
role

DBA

この例を Amazon S3 にサンプル
に例をアップロードします。

1. このパターンの追加情報セク
ションで、電子メールテン
プレートコードをという名
前のファイルにコピーしま
すsalary.event.notification.email.vm。

2. このファイルを S3 バケット
にファイルにアップロードし
ます。

DBA、アプリケーションオー
ナー
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タスク 説明 必要なスキル

カスタム関数をデプロイしま
す。

1. 「追加情報」セクションか
ら、load_file_into_clobカ
スタム関数の SQL ファイルの
内容を一時テーブルにコピー
します。

2. Aurora PostgreSQL 互換
データベースにログイン
し、pgAdmin クライアントを
使用してデータベーススキー
マにデプロイします。

アプリケーション所有者、DBA

データをデータベースにイン
ポートするためのカスタム関数
を実行します。

次の SQL コマンドを実行し、山
括弧内の項目を適切な値に置き
換えます。

select load_file_into_clob('aws-
s3-import-test'::text,'us-
west-1'::text,'employee.salary.event.notification.email.vm'::text);

コマンドを実行する前に、次の
例に示すように、山括弧内の項
目を適切な値に置き換えます。

Select 
 load_file_into_clob('aws-
s3-import-test'::text,'us-
west-1'::text,'employee.salary.event.notification.email.vm'::text);

このコマンドは Amazon S3 から
ファイルをロードし、出力をと
して返しますTEXT。

アプリケーション所有者、DBA

方法 2: テンプレートファイルをローカル Linux システムの 16 進ダンプに変換する

タスク 説明 必要なスキル

テンプレートファイルを 16 進ダ
ンプに変換します。

Hexdump ユーティリティは、
バイナリファイルの内容を 
16 進数、10 進数、8 進数、
または ASCII 形式で表示しま
す。hexdumputil-linuxこ
のコマンドはパッケージの一部
で、Linux ディストリビューショ
ンにあらかじめインストール
されています。Hexdump RPM 
パッケージは Amazon Linux 2 に
も含まれています。

ファイルの内容を 16 進ダンプに
変換するには、次のシェルコマ
ンドを実行します。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

xxd -p </path/file.vm> | tr 
 -d '\n' > </path/file.hex>

次の例に示すように、パスと
ファイルを適切な値に置き換え
ます。

xxd -p 
 employee.salary.event.notification.email.vm 
 | tr -d '\n' > 
 employee.salary.event.notification.email.vm.hex
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タスク 説明 必要なスキル

hexdump ファイルをデータベー
ススキーマにロードします。

次のコマンドを使用して、16 
進ダンプファイルを Aurora 
PostgreSQL 互換データベースに
ロードします。

1. Aurora PostgreSQL データ
ベースにログインし、とい
う新しいテーブルを作成しま
すemail_template_hex。

CREATE TABLE 
 email_template_hex(hex_data 
 TEXT);

2. 次のコマンドを使用して、
ローカルファイルシステムか
らDBスキーマにファイルを
ロードします。

\copy email_template_hex 
 FROM '/path/file.hex';

パスをローカルファイルシス
テム上の場所に置き換えま
す。

\copy email_template_hex 
 FROM '/tmp/
employee.salary.event.notification.email.vm.hex';

3. というテーブルを
もう1つ作成しま
すemail_template_bytea。

CREATE TABLE 
 email_template_bytea(hex_data 
 bytea);

4. email_template_hexemail_template_byteaか
らにデータを挿入します。

INSERT INTO 
 email_template_bytea 
 (hex_data)

(SELECT decode(hex_data, 
 'hex') FROM 
 email_template_hex limit 
 1);

5. 16TEXT バイトのコードを
データとして返します。

SELECT 
 encode(hex_data::bytea, 

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
 'escape') FROM 
 email_template_bytea;

関連リソース
リファレンス:

• PostgreSQL データベースを AWS Database Migration Service ターゲットとして使用する
• Oracle データベース 19c から Amazon Aurora と PostgreSQL との互換性 (12.4) への移行プレイブック
• IAM ポリシーの作成
• IAM ロールと Amazon Aurora MySQL DB クラスターの関連付け
• pgAdmin

チュートリアル

• Amazon RDS の開始方法
• オラクルからAmazon Aurora への移行

追加情報
ファイル_イントロ_clob カスタム関数

CREATE OR REPLACE FUNCTION load_file_into_clob( 
    s3_bucket_name text, 
    s3_bucket_region text, 
    file_name text, 
    file_delimiter character DEFAULT '&'::bpchar, 
    file_encoding text DEFAULT 'UTF8'::text) 
    RETURNS text 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
    COST 100 
    VOLATILE PARALLEL UNSAFE
AS $BODY$
DECLARE 
    blob_data BYTEA; 
    clob_data TEXT; 
    l_table_name CHARACTER VARYING(50) := 'file_upload_hex'; 
    l_column_name CHARACTER VARYING(50) := 'template'; 
    l_return_text TEXT; 
    l_option_text CHARACTER VARYING(150); 
    l_sql_stmt CHARACTER VARYING(500); 
         
BEGIN 
     
    EXECUTE format ('CREATE TEMPORARY TABLE %I (%I text, id_serial serial)', l_table_name, 
 l_column_name); 
     
    l_sql_stmt := 'select ''(format text, delimiter ''''' || file_delimiter || ''''', 
 encoding ''''' || file_encoding ||  ''''')'' '; 
     
    EXECUTE FORMAT(l_sql_stmt) 
    INTO l_option_text; 
     
    EXECUTE FORMAT('SELECT aws_s3.table_import_from_s3($1,$2,$6, 
 aws_commons.create_s3_uri($3,$4,$5))') 

1295

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.PostgreSQL.html
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Migration/oracle-database-amazon-aurora-postgresql-migration-playbook-12.4.pdf
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Integrating.Authorizing.IAM.AddRoleToDBCluster.html
https://www.pgadmin.org/
http://aws.amazon.com/rds/getting-started/
http://aws.amazon.com/getting-started/projects/migrate-oracle-to-amazon-aurora/


AWS 規範的ガイダンス パターン
BLOB 互換にAurora LOB ファイルをロードする

    INTO l_return_text 
    USING l_table_name, l_column_name, s3_bucket_name, 
 file_name,s3_bucket_region,l_option_text; 
     
    EXECUTE format('select array_to_string(array_agg(%I order by id_serial),E''\n'') from 
 %I', l_column_name, l_table_name) 
    INTO clob_data; 
     
    drop table file_upload_hex; 
     
    RETURN clob_data;
END;
$BODY$;

メールテンプレート

######################################################################################
##                                                                                    ##
##    johndoe Template Type: email                                                    ##
##    File: johndoe.salary.event.notification.email.vm                                ##
##    Author: Aimée Étienne    Date 1/10/2021                                              
   ##
##  Purpose: Email template used by EmplmanagerEJB to inform a johndoe they         ##
##        have been given access to a salary event                                    ##
##    Template Attributes:                                                             ##
##        invitedUser - PersonDetails object for the invited user                        ##
##        salaryEvent - OfferDetails object for the event the user was given access    ##
##        buyercollege - CompDetails object for the college owning the salary event    ##
##        salaryCoordinator - PersonDetails of the salary coordinator for the event    ##
##        idp - Identity Provider of the email recipient                                ##
##        httpWebRoot - HTTP address of the server                                    ##
##                                                                                    ##
######################################################################################

$!invitedUser.firstname $!invitedUser.lastname,

Ce courriel confirme que vous avez ete invite par $!salaryCoordinator.firstname $!
salaryCoordinator.lastname de $buyercollege.collegeName a participer a l'evenement 
 "$salaryEvent.offeringtitle" sur johndoeMaster Sourcing Intelligence.

Votre nom d'utilisateur est $!invitedUser.username

Veuillez suivre le lien ci-dessous pour acceder a l'evenement.

${httpWebRoot}/myDashboard.do?idp=$!{idp}

Si vous avez oublie votre mot de passe, utilisez le lien "Mot de passe oublie" situe sur 
 l'ecran de connexion et entrez votre nom d'utilisateur ci-dessus.

Si vous avez des questions ou des preoccupations, nous vous invitons a communiquer avec le 
 coordonnateur de l'evenement $!salaryCoordinator.firstname $!salaryCoordinator.lastname au 
 ${salaryCoordinator.workphone}.

*******

johndoeMaster Sourcing Intelligence est une plateforme de soumission en ligne pour les 
 equipements, les materiaux et les services.

Si vous avez des difficultes ou des questions, envoyez un courriel a 
 support@johndoeMaster.com pour obtenir de l'aide.
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AWS CLI と AWS を使用して、AWS SCT と AWS 
DMS を使用して Amazon RDS for Oracle 用 Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行します CloudFormation

ピネシュ・シンガル (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:Amazon RDS for Oracle ターゲット:Amazon RDS for 
PostgreSQL

R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:オラクル、オープ
ンソース

テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:AWS DMS、アマ
ゾン RDS、AWS SCT

概要
このパターンは、AWS Command Line インターフェイス (CLI) を使用して、Oracle DB インスタンスの 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに
移行する方法を示しています。この方法では、ダウンタイムが最小限に抑えられ、AWS マネジメントコン
ソールにサインインする必要がありません。

このパターンにより、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と AWS Database Migration Service 
(AWS DMS) コンソールを使用して、手動の設定や個別の移行を避けることができます。このソリュー
ションでは、複数のデータベースの 1 回限りの設定をセットアップし、AWS CLI の AWS SCT と AWS 
DMS を使用して移行を実行します。

このパターンでは、AWS SCT を使用してデータベーススキーマオブジェクトを Amazon RDS for Oracle 
から Amazon RDS for PostgreSQL に変換し、次に AWS DMS を使用してデータを移行します。AWS CLI 
の Python スクリプトを使用して、AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS SCT オブジェク
トと AWS DMS タスクを作成します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 既存の Amazon RDS for Oracle DB インスタンス。
• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス。 
• スクリプトを実行するための Windows または Linux OS を搭載した Amazon EC2 インスタンスまたは

ローカルマシン。
• 次の AWS DMS 移行タスクタイプの理解:full-loadcdc、、full-load-and-cdc 詳細について

は、AWS DMS ドキュメントの「タスクの作成」を参照してください。 
• AWS SCT は、Oracle および PostgreSQL データベースエンジン用の Java データベース接続 (JDBC) 

ドライバーをインストールして設定されています。詳細については、AWS SCT ドキュメントの「AWS 
SCT のインストール」と「必要なデータベースドライバーのインストール」を参照してください。 

• インストールされている AWS SCTAWSSchemaConversionToolBatch.jar フォルダのファイルが、
作業ディレクトリにコピーされました。

• cli-sct-dms-cft.zipファイル (添付) がダウンロードされ、作業ディレクトリに抽出されます。
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• AWS DMS レプリケーションインスタンスエンジンの最新バージョン。詳細については、AWS Support 
ドキュメントの 「AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成する方法」、AWS DMS ドキュメン
トの「AWS DMS 3.4.4 リリースノート」を参照してください。 

• AWS CLI バージョン 2。スクリプトが実行される Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イ
ンスタンスまたはオペレーティングシステム (OS) のアクセスキー ID、シークレットアクセスキー、
およびデフォルトの AWS リージョン名を使用してインストールおよび設定されます。詳細について
は、AWS CLI のドキュメントの「AWS CLI バージョン 2 のインストール、更新、アンインストール」
および「AWS CLI の設定」を参照してください。 

• AWS CloudFormation テンプレートに精通している。詳細については、AWS  CloudFormation ドキュメ
ントの AWS CloudFormation の概念を参照してください。 

• Python バージョン 3。Amazon EC2 インスタンスまたはスクリプトが実行される OS にインストールお
よび設定されます。詳細については、Python のドキュメントを参照してください。 

機能制限

• ソース Amazon RDS for Oracle DB インスタンスの最小要件は次のとおりです。 
• Enterprise、Standard、Standandard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、
• Amazon RDS は Oracle 18c (v18.0.0.0) をサポートしていますが、Oracle が18c のパッチを提供し

なくなるため、このバージョンは非推奨パスにあります。 end-of-support 詳細については、Amazon 
RDS のドキュメントの「Oracle for Amazon RDS」を参照してください。

• Oracle 11g の Amazon RDS はサポートされなくなりました。
• ターゲットの Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスの最小要件は次のとおりです。 

• PostgreSQL バージョン 9 (バージョン 9.5 と 9.6)、10.x、11.x、12.x、13.x

製品バージョン

• Oracle DB インスタンスバージョン 12.1.0.2 以降の Amazon RDS
• Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスバージョン 11.5 以降
• AWS CLI バージョン 2 
• AWS SCT の最新バージョン
• Python 3 の最新バージョン

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Amazon RDS for Oracle

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for PostgreSQL

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS DMS と Python スクリプトを使用して Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを 
Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行する方法を示しています。

図表に示す内容は以下の移行ワークフローです。

1. Python スクリプトは、AWS SCT を使用してソースとターゲット DB インスタンスに接続します。

1298

http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-aws-dms-replication-instance/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_ReleaseNotes.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_ReleaseNotes.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-whatis-concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-whatis-concepts.html
https://docs.python.org/3/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html#Oracle.Concepts.Deprecate.11204
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html#Oracle.Concepts.Deprecate.11204


AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS SCT と AWS DMS を使用して Oracle Amazon 
RDS for PostgreSQL 用の Amazon RDS に移行する

2. ユーザーは Python スクリプトを使用して AWS SCT を起動し、Oracle コードを PostgreSQL コードに
変換して、ターゲット DB インスタンスで実行します。

3. Python スクリプトは、ソースとターゲット DB インスタンスの AWS DMS レプリケーションタスクを
作成します。

4. ユーザーは Python スクリプトをデプロイして AWS DMS タスクを開始し、データ移行が完了した後に
タスクを停止します。

自動化とスケール

この移行を自動化するには、Python スクリプトに 1 つのプログラムで複数の機能に関するパラメータやセ
キュリティ関連の変更を追加します。 

Tools
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使って AWS のサー

ビスとやり取りするためのオープンソースツールです。
• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニ

ングし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
このパターンは、Python スクリプトを使用して.csv 入力ファイルを.json 入力ファイルに変換しま
す。.json ファイルは AWS CLI コマンドで使用され、Amazon リソースネーム (ARN)、移行タイプ、タ
スク設定、テーブルマッピングを使用して複数の AWS DMS レプリケーションタスクを作成する AWS 
CloudFormation スタックを作成します。

• AWS Database Migration Service (DMS) は、データストアを AWS クラウドに移行したり、クラウ
ドとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行したりするのに役立ちます。このパターンで
は、AWS DMS を使用して Python スクリプトをコマンドラインで実行してタスクを作成、開始、停止
し、AWS CloudFormation テンプレートを作成します。

• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコー
ドの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種
データベースの移行をサポートします。このパターンには、インストールされている AWS 
SCTAWSSchemaConversionToolBatch.jar ディレクトリのファイルが必要です。

Code

cli-sct-dms-cft.zipファイル (添付) には、このパターンの完全なソースコードが含まれています。

叙事詩
AWS SCT を設定し、AWS CLI でデータベースオブジェクトを作成する

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を AWS CLI で実行す
るように設定します。

1. 次の形式を使用し
て、database_migration.txtファ
イル内のソース環境設定とター
ゲット環境設定の詳細を設定し
ます。

#source_vendor,source_hostname,source_dbname,source_user,source_pwd,source_schema,source_port,source_sid,target_vendor,target_hostname,target_user,target_pwd,target_dbname,target_port
ORACLE,myoracledb.cokmvis0v46q.us-
east-1.rds.amazonaws.com,ORCL,orcl,orcl1234,orcl,1521,ORCL,POSTGRESQL,mypgdbinstance.cokmvis0v46q.us-
east-1.rds.amazonaws.com,pguser,pgpassword,pgdb,5432

2. 、、およびの各ファイ
ルで、要件に応じて AWS 

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS SCT と AWS DMS を使用して Oracle Amazon 
RDS for PostgreSQL 用の Amazon RDS に移行する

タスク 説明 必要なスキル
SCT 設定パラメータを変更
しますORACLE-orcl-to-
POSTGRESQL.xml。project_settings.xmlOracle_PG_Test_Batch.xml

run_aws_sct.py Python スクリプ
トを実行します。

次のコマンドを使用し
てrun_aws_sct.py Python ス
クリプトを実行します。

$ python run_aws_sct.py 
database_migration.txt

Python スクリプトは、データ
ベースオブジェクトを Oracle 
から PostgreSQL に変換
し、PostgreSQL フォーマットで 
SQL ファイルを作成します。こ
のスクリプトでは、Database 
migration assessment 
reportデータベースオブジェク
トの詳細な推奨事項とコンバー
ジョン統計を提供する.pdf ファイ
ルも作成されます。

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL で
オブジェクトを作成します。

1. 必要に応じて、AWS SCT に
よって生成された SQL ファイ
ルを手動で変更します。

2. SQL ファイルを実行
し、Amazon RDS for 
PostgreSQL DB インスタン
スにオブジェクトを作成しま
す。
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AWS CLI と AWS を使用して AWS DMS タスクを設定および作成する CloudFormation

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを作成します。

AWS マネジメントコンソールに
サインインして AWS DMS コン
ソールを開き、要件に従って設
定されたレプリケーションイン
スタンスを作成します。

詳細については、AWS DMS ド
キュメントの「レプリケーショ
ンインスタンスの作成」と AWS 
Support ドキュメントの「AWS 
DMS レプリケーションインスタ
ンスを作成する方法」を参照し
てください。

DBA

ソースエンドポイントを作成し
ます。

AWS DMS コンソールで [エンド
ポイント] を選択し、要件に応じ
て Oracle データベースのソース
エンドポイントを作成します。 

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS SCT と AWS DMS を使用して Oracle Amazon 
RDS for PostgreSQL 用の Amazon RDS に移行する

タスク 説明 必要なスキル
注:numberDataTypeScale-2追
加の接続属性には値が必要で
す。

詳細については、AWS DMS ド
キュメントの「ソースエンドポ
イントとターゲットエンドポイ
ントの作成」を参照してくださ
い。

 

ターゲットエンドポイントを作
成します。

AWS DMS コンソールで [エンド
ポイント] を選択し、要件に応じ
て PostgreSQL データベースの
ターゲットエンドポイントを作
成します。 

詳細については、AWS DMS ド
キュメントの「ソースエンドポ
イントとターゲットエンドポイ
ントの作成」を参照してくださ
い。

DevOps エンジニア

AWS DMS レプリケーションの
詳細を AWS CLI で実行するよう
に設定します。

次の形式を使用して、ソースエ
ンドポイント ARN、ターゲッ
トエンドポイント ARN、およ
びレプリケーションインスタン
ス ARN を使用して、dms-arn-
list.txtファイル内の AWS 
DMS のソースエンドポイントと
ターゲットエンドポイント、お
よびレプリケーションの詳細を
設定します。

#sourceARN,targetARN,repARN
arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EH7AINRUDZ5GOYIY6HVMXECMCQ
arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:HHJVUV57N7O3CQF4PJZKGIOYY5
arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:LL57N77AQQAHHJF4PJFHNEDZ5G

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS SCT と AWS DMS を使用して Oracle Amazon 
RDS for PostgreSQL 用の Amazon RDS に移行する

タスク 説明 必要なスキル

dms-create-task.py Python スク
リプトを実行して AWS DMS タ
スクを作成します。

1. 次のコマンドを使用してdms-
create-task.py Python スク
リプトを実行します。

$ python dms-
create-task.py 
database_migration.txt 
dms-arn-list.txt <cft-
stack-name> <migration-
type>

• database_migration.txtは
データベース移行テキスト
ファイルです

• dms-arn-list.txtは AWS 
DMS の ARN リストです

• <cft-stack-name>は
ユーザー定義の AWS 
CloudFormation スタック名で
す

• <migration-type>移行タイ
プ (フルロード、CDC、または
full-load-and-cdc)

2. 移行タイプに応じて、次のコ
マンドを使用して 3 種類の AWS 
DMS タスクを作成できます。

• $ python dms-
create-task.py 
database_migration.txt 
dms-arn-list.txt dms-
cli-cft-stack full-load

• $ python dms-
create-task.py 
database_migration.txt 
dms-arn-list.txt dms-
cli-cft-stack cdc

• $ python dms-
create-task.py 
database_migration.txt 
dms-arn-list.txt dms-
cli-cft-stack full-
load-and-cdc

3. AWS CloudFormation スタッ
クと AWS DMS タスクが作成さ
れます。 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS SCT と AWS DMS を使用して Oracle Amazon 
RDS for PostgreSQL 用の Amazon RDS に移行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS タスクの準備が整っ
ていることを確認します。

AWS コンソールの「Readyス
テータス」セクションで、AWS 
DMS タスクがステータスになっ
ていることを確認します。

DBA

AWS CLI を使用して AWS DMS タスクを開始および停止する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS タスクを開始しま
す。

次のコマンドを使用してdms-
start-task.py Python スクリ
プトを実行します。

$ python dms-start-
task.py start ‘<cdc-
start-datetime>’

注:開始日時は、'DD-
MON-YYYY''YYYY-MM-
DDTHH:MI:SS'またはタイム
スタンプデータ型形式 (たと
えば、‘01-Dec-2019’また
は‘2018-03-08T12:12:12’) 
でなければなりません。

AWS DMS のタスクステータス
は、AWS DMS コンソールの [タ
スク] ページにある移行タスクの
[テーブル統計] タブで確認できま
す。

DBA

データを検証します。 1. 全負荷移行が完了した後も、
タスクは継続的に実行され、
継続的なデータ変更 (CDC) が
行われます。

2. CDC が完了するか、移行する
必要がなくなったら、Oracle 
データベースと PostgreSQL 
データベース内の移行タスク
の結果とデータを確認して検
証します。

3. AWS DMS コンソールの [タ
スク] ページにあるデータ
ベース移行タスクの [テーブ
ル統計] タブで、ステータス
とカウント列 (Validation 
state、、、Validation 
details) を確認するこ
とで、データを検証で
きます。Validation 
pendingValidation 
failedValidation 
suspended 

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS SCT と AWS DMS を使用して Oracle Amazon 
RDS for PostgreSQL 用の Amazon RDS に移行する

タスク 説明 必要なスキル
詳細については、AWS DMS ド
キュメントの「AWS DMS デー
タ検証」を参照してください。

AWS DMS タスクを停止しま
す。

次のコマンドを使用して Python 
スクリプトを実行します。

$ python dms-start-
task.py stop

注:AWS DMS タスク
は、failed検証ステータスに
よってはステータスで停止する
場合があります。詳細について
は、「追加情報」セクションの
トラブルシューティングの表を
参照してください。

DBA

トラブルシューティング

問題 解決策

AWS SCT のソースとターゲットのテスト接続が失
敗する

着信トラフィックを受け入れるように JDBC ドラ
イバーバージョンと VPC セキュリティグループの
インバウンドルールを設定します。

ソースまたはターゲットのエンドポイントのテス
ト実行が失敗する

Availableエンドポイント設定とレプリケーショ
ンインスタンスがステータスになっているかどう
かを確認します。エンドポイントの接続ステータ
スがであるかどうかを確認しますSuccessful。 

詳細については、AWS Support ドキュメントの
「AWS DMS エンドポイントの接続障害をトラ
ブルシューティングする方法」を参照してくださ
い。

フルロード実行が失敗する ソースデータベースとターゲットデータベースの
データ型とサイズが一致しているかどうかを確認
します。 

詳細については、AWS DMS ドキュメントの
「AWS DMS での移行タスクのトラブルシュー
ティング」を参照してください。

検証実行エラー 非主キーテーブルは検証されないため、テーブル
に主キーがあるかどうかを確認してください。

テーブルに主キーとエラーがある場合
は、ソースエンドポイントの追加の接続
属性に主キーがあることを確認してくださ
いnumberDataTypeScale=-2。

詳細については、「Oracle を AWS DMS 
のソースとして使用する場合の追加接続属
性」OracleSettings、および AWS DMS ドキュメン
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle SERIALLY_REUSABLEプ
ラグマパッケージを AWS に移行

問題 解決策
トの「トラブルシューティング」を参照してくだ
さい。

関連リソース
• AWS SCT のインストール
• AWS DMS の概要 (ビデオ)
• AWS での AWS CLI の使用 CloudFormation
• AWS SCT ユーザーインターフェイスの使用
• AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する
• AWS SCT のソースとしてオラクルを使用する
• AWS DMS のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する 
• AWS DMS のデータ移行のソース 
• AWS DMS でのデータ移行のターゲット
•  クラウドフォーメーション (AWS CLI ドキュメント)
• クラウドフォーメーション作成スタック (AWS CLI ドキュメント) 
• dms (AWS CLI ドキュメント) 

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Oracle のシリアル再利用可能なプラグマパッケージを 
PostgreSQL に移行する

ビネイ・パラディ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:オラクル・データベース ターゲット:PostgreSQL

R タイプ:リアーキテクト ワークロード:オラクル、オープ
ンソース

テクノロジー:移行; データベース

AWS サービス:AWS 
SCT、Amazon Aurora

概要
このパターンは、SERIALLY_REUSABLE プラグマとして定義されている Oracle パッケージをAmazon 
Web Services (AWS) 上の PostgreSQL step-by-step に移行するためのアプローチを提供します。このアプ
ローチでは、SERIALLY_REUSABLEプラグマの機能が維持されます。

PostgreSQL はパッケージの概念と SERIALLY_REUSABLE プラグマをサポートしていませ
ん。PostgreSQL でも同様の機能を利用するには、パッケージのスキーマを作成し、関連するすべてのオ
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle SERIALLY_REUSABLEプ
ラグマパッケージを AWS に移行

ブジェクト (関数、プロシージャ、タイプなど) をスキーマ内にデプロイします。SERIALLY_REUSABLE 
プラグマの機能を実現するために、このパターンで提供されるラッパー関数スクリプトの例では、AWS 
Schema Conversion Tool (AWS SCT) 拡張パックを使用しています。

詳細については、Oracle ドキュメントの「SERIALLY_REUSABLE プラグマ」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS SCT の最新バージョンと必要なドライバー
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションのデータベース、または Amazon Relational Database 

Service (Amazon Amazon Amazon RDS) データベース

製品バージョン

• Oracle データベースバージョン 10g 以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Oracle Database オンプレミス

ターゲットテクノロジースタック

• Aurora PostgreSQL 互換または Amazon RDS for PostgreSQL
• AWS 法律

マイグレーションアーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコー
ドを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移
行をサポートします。

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス
ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。

• Amazon Relational Database Service (Amazon Amazon RDS) により、AWS クラウドで
の、PostgreSQL リレーショナルデータベースを設定、運用、および拡張できます。

その他のツール

• pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソースの管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管
理、使用に役立つグラフィカルインターフェイスを提供します。
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叙事詩
AWS SCT を使用して Oracle パッケージを移行します

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT のセットアップ。 AWS SCT 接続をソースデータ
ベースに設定します。詳細につ
いては、「AWS SCT のソース
としての「Oracle Database の使
用」を参照してください。

DBA、開発者

スクリプトを変換します。 AWS SCT を使用して、ター
ゲットデータベースを Aurora 
PostgreSQL 互換として選択し
て Oracle パッケージを変換しま
す。

DBA、開発者

.sql ファイルを保存します。 .sql ファイルを保存する前
に、AWS SCT のプロジェクト
設定オプションを [ステージごと
に 1 つのファイル] に変更しま
す。AWS SCT は、.sql ファイル
をオブジェクトタイプに基づい
て複数の.sql ファイルに分割しま
す。

DBA、開発者

コードを変更してください。 AWS SCTinit によって生
成された関数を開き、「追加
情報」セクションの例に示す
ように変更します。機能を実
現するための変数を追加しま
すpg_serialize = 0。

DBA、開発者

変換をテストします。 init関数を Aurora PostgreSQL 
互換データベースにデプロイ
し、結果をテストします。

DBA、開発者

関連リソース
• AWS Schema Conversion Tool
• Amazon RDS
• Amazon Aurora 機能
• 連続して再利用可能なプラグマ

追加情報

Source Oracle Code:

CREATE OR REPLACE PACKAGE test_pkg_var
IS
PRAGMA SERIALLY_REUSABLE;
PROCEDURE function_1 
 (test_id number);
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ラグマパッケージを AWS に移行

PROCEDURE function_2 
 (test_id number 
 );
END;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY test_pkg_var
IS
PRAGMA SERIALLY_REUSABLE;
v_char VARCHAR2(20) := 'shared.airline';
v_num number := 123;

PROCEDURE function_1(test_id number)
IS
begin
dbms_output.put_line( 'v_char-'|| v_char);
dbms_output.put_line( 'v_num-'||v_num);
v_char:='test1';
function_2(0);
END;

PROCEDURE function_2(test_id number)
is
begin
dbms_output.put_line( 'v_char-'|| v_char);
dbms_output.put_line( 'v_num-'||v_num);
END;
END test_pkg_var;

Calling the above functions

set serveroutput on

EXEC test_pkg_var.function_1(1);

EXEC test_pkg_var.function_2(1);

Target Postgresql Code:

CREATE SCHEMA test_pkg_var;

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pkg_var.init(pg_serialize IN INTEGER DEFAULT 0)

RETURNS void
AS
$BODY$

DECLARE

BEGIN

if aws_oracle_ext.is_package_initialized( 'test_pkg_var' ) AND pg_serialize = 0

then

return;

end if;

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_initialized( 'test_pkg_var' );

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char', 
 'shared.airline.basecurrency'::CHARACTER
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VARYING(100));

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pkg_var', 'v_num', 123::integer);

END;

$BODY$

LANGUAGE plpgsql;

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pkg_var.function_1(pg_serialize int default 1)

RETURNS void
AS

$BODY$
DECLARE

BEGIN

PERFORM test_pkg_var.init(pg_serialize);

raise notice 'v_char%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char');

raise notice 'v_num%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_num');

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char', 'test1'::varchar);

PERFORM test_pkg_var.function_2(0);
END;

$BODY$
LANGUAGE plpgsql;

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pkg_var.function_2(IN pg_serialize integer default 1)

RETURNS void

AS

$BODY$

DECLARE

BEGIN

PERFORM test_pkg_var.init(pg_serialize);

raise notice 'v_char%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char');

raise notice 'v_num%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_num');

END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql;

Calling the above functions

select test_pkg_var.function_1() 

 select test_pkg_var.function_2()
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オラクルの外部テーブルを Amazon Aurora に移行

Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 
互換エディションへ移行

アヌラーダ・チンタ (AWS) とラケシュ・ラガブ (AWS) が作成

ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: データベース: リ
レーショナル

R タイプ: 再構築

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: 移行; データベー
ス

ワークロード: [オープンソース]

AWS サービス: Amazon S3

概要
外部テーブルにより、Oracle はデータベースの外部にあるフラットファイルに格納されているデータをク
エリできます。ORACLE_LOADER ドライバを使用すると、SQL*Loader ユーティリティでロードできる
任意の形式で保存されているデータにアクセスできます。外部テーブルではデータ操作言語 (DML) を使用
できませんが、クエリ、結合、およびソート操作には外部テーブルを使用できます。

Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションには、Oracle の外部テーブルと同様の機能はありません。
その代わり、モダナイゼーションを利用して、機能要件を満たし、かつコストのかからないスケーラブル
なソリューションを開発する必要があります。

このパターンでは、aws_s3エクステンションを使用して、さまざまなタイプの Oracle 外部テーブルを
Amazon Web Services (AWS) クラウド上の Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行する手順を示し
ます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
• 利用可能な Aurora PostgreSQL 互換データベースインスタンス
• 外部テーブルを含むオンプレミスの Oracle データベース
• PG. クライアント API
• [データファイル] 

機能制限

• このパターンには、Oracle 外部テーブルの代わりとなる機能はありません。ただし、データベースモダ
ナイゼーションの目標を達成するために、手順とサンプルコードをさらに拡張することができます。

• ファイルには、aws_s3エクスポート関数とインポート関数で区切り文字として渡される文字を含めない
でください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック
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Oracle

ソースアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
• アマゾン CloudWatch
• AWS Lambda
• AWS Secrets Manager
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、ソリューションの大まかな表現を示しています。

自動化とスケーリング

外部テーブルへの追加や変更は、メタデータのメンテナンスで処理できます。

Tools
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、フルマネージド型で PostgreSQL 互換のリレーショ

ナルデータベースエンジンです。ハイエンドの商用データベースのスピードと信頼性を、オープンソー
スデータベースのコスト効率でご利用いただけます。

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツー
ルです。1 つのツールをダウンロードおよび設定するだけで、複数の AWS のサービスをコマンドライ
ンから制御し、スクリプトを使用してこうしたサービスを自動化することができます。

• アマゾン CloudWatch — CloudWatch アマゾンは Amazon S3 のリソースと使用率を監視します。
• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードを実行した

り、ワークロードに対応したクラスタースケーリングロジックの作成、イベント統合の維持、ランタイ
ムの管理などをサポートするサーバーレスコンピューティングサービスです。このパターンでは、ファ
イルが Amazon S3 にアップロードされるたびに Lambda はデータベース関数を実行します。

• AWS Secrets Manager — AWS Secrets Manager は、認証情報の保存と取得のためのサービスで
す。Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) 
を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができ
ます。

• Amazon S3 — アマゾンSimple Storage Service (Amazon S3) は、Aurora PostgreSQL 互換クラスターと
の間で消費および送信するファイルを受信および保存するためのストレージレイヤーを提供します。

• aws_s3 —aws_s3 このエクステンションは Amazon S3 と Aurora PostgreSQL 互換を統合しています。
• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーとクライアント

間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。このパターンでは、Amazon SNS を使用して通知
を送信します。

Code

ファイルを S3 バケットに配置するたびに、DB 関数を作成し、処理アプリケーションまたは Lambda 関数
から呼び出す必要があります。詳細については、コード (添付) を参照してください。
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エピック
外部ファイルの作成

タスク 説明 必要なスキル

外部ファイルをソースデータ
ベースに追加します。

外部ファイルを作成
し、oracleそのディレクトリに
移動します。

DBA

ターゲットの設定 (Aurora PostgreSQL 互換バージョン)

タスク 説明 必要なスキル

Aurora PostgreSQL データベー
スを作成します。

Amazon Aurora PostgreSQL 互換
クラスターに DB インスタンスを
作成します。

DBA

スキーマとテーブルを作成しま
す。

テーブルには、実際のテーブ
ル、ステージングテーブル、エ
ラーテーブル、ログテーブル、
メタテーブルが含まれます。

DBA、開発者

DB 関数を作成する DB 関数を作成するに
は、load_external_table_latest.sqlファ
イル (添付) を使用します。

DBA、開発者

Lambda 関数の作成と設定

タスク 説明 必要なスキル

ロールを作成します。 Amazon S3 と Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) にアクセスする
権限を持つロールを作成しま
す。このロールは、パターンを
実行するための Lambda に割り
当てられます。

DBA

Lambda 関数を作成する Lambda 関数を作成するには、添
付のコードと作成したロールを
使用します。

DBA

S3 バケットイベントトリガーを
設定します。

S3 バケット内のすべてのオブ
ジェクト作成イベントで Lambda 
関数を呼び出すメカニズムを設
定します。

DBA

シークレットを作成します。 Secrets Manager を使用して、
データベース認証情報のシーク
レット名を作成します。Lambda 
関数にシークレットを渡しま
す。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

Lambda サポートファイルをアッ
プロードします。

Aurora PostgreSQL 互換に接続
するための Lambda サポート
パッケージと添付された Python 
スクリプトを含む.zip ファイル
をアップロードします。Python 
コードは、データベースで作成
した関数を呼び出します。

DBA

Amazon S3 との統合を追加する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 Amazon S3 コンソールで、先頭
にスラッシュを含まない一意の
名前で S3 バケットを作成しま
す。S3 バケット名はグローバル
に一意であり、名前空間はすべ
ての AWS アカウントによって共
有されています。

DBA

IAM ポリシーを作成する AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポ
リシーを作成するに
は、s3bucketpolicy_for_import.json
(添付) を使用します。

DBA

ロールを作成する Aurora PostgreSQL 互換用に 2 
つのロールを作成します。1 つ
のロールはインポート用、もう 
1 つのロールはエクスポート用で
す。対応するポリシーをロール
に割り当てます。

DBA

ロールを Aurora PostgreSQL 互
換クラスターにアタッチしま
す。

[ロールを管理] で、[インポート] 
ロールと [エクスポート] ロール
を Aurora PostgreSQL クラス
ターにアタッチします。

DBA

Aurora PostgreSQL 互換のサ
ポートオブジェクトを作成しま
す。

テーブルスクリプトに
はext_tbl_scripts.sql
(添付) を使用してくだ
さい。カスタム関数に
はload_external_Table_latest.sql
(添付) を使用してください。

DBA

テストファイルを処理する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットにファイルをアップ
ロードします。

テストファイルを S3 バケット
にアップロードするには、コン
ソールまたは AWS CLI の次のコ
マンドを使用します。 

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

aws s3 cp /Users/Desktop/
ukpost/exttbl/"testing 
 files"/aps s3://
s3importtest/inputext/aps

ファイルがアップロードされる
とすぐに、バケットイベントが 
Aurora PostgreSQL 互換関数を
実行する Lambda 関数を起動し
ます。

データ、ログ、エラーファイル
を確認してください。

Aurora PostgreSQL 互換関数
は、ファイルをメインテーブル
にロードし、S3.bad バケットに
ファイルを作成します.log。

DBA

ソリューションを監視してくだ
さい。

Amazon CloudWatch コンソール
で、Lambda 関数をモニタリング
します。

DBA

関連リソース
• Amazon S3 統合
• Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションでの作業
• AWS Lambda
• アマゾン CloudWatch
• AWS Secrets Manager
• Amazon SNS 通知の設定

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

ファンクションベースのインデックスを Oracle から 
PostgreSQL に移行する

Veeranjaneyulu Grandhi (AWS) とNavakanth Talluri (AWS) によって作成されました

環境: 本番稼働用 ソース: Oracle ターゲット: PostgreSQL

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行、データベー
ス
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概要
インデックスは、データベースのパフォーマンスを向上させる一般的な方法です。インデックスを使用す
ると、データベースサーバーは、インデックスがない場合よりもはるかに高速に特定の行を検索して取得
できます。ただし、インデックスはデータベースシステム全体にオーバーヘッドをもたらすため、適切に
使用する必要があります。関数または式に基づく関数ベースのインデックスには、複数の列や数式が含ま
れる場合があります。関数ベースのインデックスは、インデックス式を使用するクエリのパフォーマンス
を向上させます。 

PostgreSQLは、ボラティリティが安定と定義されている関数を使用した関数ベースのインデックスの作成
をネイティブでサポートしていません。ただし、volatility を使用して同様の関数を作成し、IMMUTABLEイ
ンデックスの作成に使用することはできます。

IMMUTABLE関数はデータベースを変更することはできず、同じ引数を指定してもずっと同じ結果を返す
ことが保証されています。このカテゴリを使用すると、クエリが定数引数を指定して関数を呼び出すとき
に、オプティマイザーが関数を事前に評価できます。 

このパターンは、、to_charなどの関数と組み合わせて使用すると、Oracle 関数ベースのインデックスを
同等の PostgreSQL に移行するのに役立ちます。to_dateto_number

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services（AWS）アカウント
• リスナーサービスがセットアップされ実行されているソース Oracle データベースインスタンス
• PostgreSQL データベースに精通していること

機能制限

• データベースのサイズ制限は 64 TB です。
• インデックス作成に使用される関数は IMMUTABLE でなければなりません。

製品バージョン

• バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降) および 12.2 および 18c までのすべての Oracle データ
ベースエディション

• PostgreSQL バージョン 9.6 以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、あるいは Amazon 
RDS for Oracle for Oracle for Oracle for Oracle for Oracle for Oracle DB インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

• PostgreSQL エンジンのすべて
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Tools
• pgAdmin 4 は Postgres 用のオープンソース管理ツールです。pgAdmin 4 ツールは、データベースオブ

ジェクトを作成、管理、および使用するためのグラフィカルインターフェイスを提供します。
• Oracle SQL Developerは、従来の導入環境とクラウド環境の両方でOracleデータベースを開発および管

理するための統合開発環境（IDE）です。

エピック
既定の関数を使用して関数ベースのインデックスを作成する

タスク 説明 必要なスキル

to_char 関数を使用して、カラム
に関数ベースのインデックスを
作成します。

次のコードを使用して、関数
ベースのインデックスを作成し
ます。

postgres=# create table 
 funcindex( col1 timestamp 
 without time zone);
CREATE TABLE
postgres=# insert into 
 funcindex values (now());
INSERT 0 1
postgres=# select * from 
 funcindex; 
            col1
---------------------------- 
 2022-08-09 16:00:57.77414
(1 rows) 
  
postgres=# create 
 index funcindex_idx on 
 funcindex(to_char(col1,'DD-
MM-YYYY HH24:MI:SS'));
ERROR:  functions in index 
 expression must be marked 
 IMMUTABLE

 

[Note:] (メモ:) PostgreSQLで
は、IMMUTABLEこの句なしで関
数ベースのインデックスを作成
することはできません。

DBA、アプリ開発者

関数の変動率をチェックしてく
ださい。

関数の変動性を確認するには、
「追加情報」セクションのコー
ドを使用してください。 

DBA
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ラッパー関数を使用して関数ベースのインデックスを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ラッパー関数を作成します。 ラッパー関数を作成するには、
「追加情報」セクションのコー
ドを使用してください。

PostgreSQL デベロッパー

ラッパー関数を使用してイン
デックスを作成します。

追加情報セクションのコードを
使用して、IMMUTABLEアプリ
ケーションと同じスキーマで
キーワードを使用してユーザー
定義関数を作成し、それをイン
デックス作成スクリプトで参照
します。

ユーザ定義関数が (前の例の) 共
通のスキーマで作成されている
場合は、search_path次に示す
ようにを更新します。

ALTER ROLE <ROLENAME> set 
 search_path=$user, COMMON;

データベース管理
者、PostgreSQL 開発者

インデックス作成の検証

タスク 説明 必要なスキル

インデックスの作成率について
のインデックス作成率について
のインデックス作成

クエリのアクセスパターンに基
づいて、インデックスを作成
する必要があることを検証しま
す。

DBA

インデックスが使用できること
を確認します。

関数ベースのインデックスが 
PostgreSQL オプティマイザーに
よって取得されているかどうか
を確認するには、explain または 
explain analyze を使用して SQL 
ステートメントを実行します。
「追加情報」セクションのコー
ドを使用してください。可能で
あれば、表の統計情報も収集し
てください。

[Note:] (メモ:) 説明プランに気付
いたら、PostgreSQL オプティマ
イザーは述語条件を考慮して関
数ベースのインデックスを選択
しています。

DBA

関連リソース
• 関数ベースのインデックス (Oracle ドキュメント)
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• エクスプレッションのインデックス (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• PostgreSQL ボラティリティ (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• PostgreSQL サーチパス (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• Oracle データベース 19c から Amazon Aurora PostgreSQL への移行プレイブック 

追加情報
ラッパー関数を作成する

CREATE OR REPLACE FUNCTION myschema.to_char(var1 timestamp without time zone, var2 varchar) 
 RETURNS varchar AS $BODY$ select to_char(var1, 'YYYYMMDD'); $BODY$ LANGUAGE sql IMMUTABLE;

ラッパー関数を使用してインデックスを作成する

postgres=# create function common.to_char(var1 timestamp without time zone, var2 varchar) 
 RETURNS varchar AS $BODY$ select to_char(var1, 'YYYYMMDD'); $BODY$ LANGUAGE sql IMMUTABLE;
CREATE FUNCTION
postgres=# create index funcindex_idx on funcindex(common.to_char(col1,'DD-MM-YYYY 
 HH24:MI:SS'));
CREATE INDEX

関数のボラティリティをチェック

SELECT DISTINCT p.proname as "Name",p.provolatile as "volatility" FROM pg_catalog.pg_proc p 
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = p.pronamespace 
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_language l ON l.oid = p.prolang 
 WHERE n.nspname OPERATOR(pg_catalog.~) '^(pg_catalog)$' COLLATE pg_catalog.default AND 
 p.proname='to_char'GROUP BY p.proname,p.provolatile
ORDER BY 1;

インデックスが使用可能であることを検証

explain analyze <SQL> 
  
  
postgres=# explain select col1 from funcindex where common.to_char(col1,'DD-MM-YYYY 
 HH24:MI:SS') = '09-08-2022 16:00:57'; 
                                                       QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Index Scan using funcindex_idx on funcindex  (cost=0.42..8.44 rows=1 width=8) 
   Index Cond: ((common.to_char(col1, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'::character varying))::text = 
 '09-08-2022 16:00:57'::text)
(2 rows)

エクステンションを使用して Oracle ネイティブ関数
を PostgreSQL に移行する

ピネシュ・シンガル (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:データベース:リレーショ
ナル

ターゲット:Amazon RDS 
PostgreSQL
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R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:オラクル、オープ
ンソース

テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:Amazon EC2、ア
マゾン RDS

概要
この移行パターンは、aws_oracle_extorafceおよびエクステンションを PostgreSQL (psql) ネイ
ティブの組み込みコードに変更することにより、Oracle データベースインスタンス用 Amazon RDS for 
PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL step-by-step 互換エディションのデータベースに移行す
るためのガイダンスを提供します。これにより、処理時間を節約できます。

このパターンは、トランザクション数が多いマルチテラバイトのOracleソースデータベースをダウンタイ
ムなしでオフラインで手動移行する方法を示しています。

移行プロセスでは、aws_oracle_extorafceおよびの拡張機能が付いた AWS Schema Conversion Tool 
(AWS SCT) を使用して、Amazon RDS for Oracle データベーススキーマを Amazon RDS for PostgreSQL 
または Aurora PostgreSQL と互換性のあるデータベーススキーマに変換します。次に、psqlコードは
PostgreSQLがサポートするネイティブ組み込みコードに手動で変更されます。これは、拡張呼び出しが 
PostgreSQL データベースサーバー上のコード処理に影響し、すべての拡張コードが PostgreSQL コード
と完全に準拠していたり互換性があるわけではないためです。

このパターンは、主に AWS SCTaws_oracle_ext と拡張機能を使用して SQL コードを手動で移行する
ことに重点を置いていますorafce。すでに使用されている拡張機能をネイティブの PostgreSQL (psql) 
ビルトインに変換します。次に、拡張子への参照をすべて削除し、それに応じてコードを変換します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント 
• オペレーティングシステム (Windows または Mac) または Amazon EC2 インスタンス (稼働中) 
• オラチェ

機能制限

aws_oracle_extorafceまたはエクステンションを使用するすべての Oracle 関数をネイティブ 
PostgreSQL 関数に変換できるわけではありません。PostgreSQL ライブラリでコンパイルするには、手動
でやり直す必要があるかもしれません。

AWS SCT 拡張機能を使用する際の欠点の 1 つは、実行と結果の取得のパフォーマンスが遅いことです。
そのコストは、添付ドキュメントのパフォーマンス比較チェックセクションで説明されているように、3つ
のコード（、、psqlおよびデフォルト）SYSDATENOW()すべてでOracle関数からPostgreSQL関数への移
行に関する簡単なPostgreSQL EXPLAIN プラン（aws_oracle_extステートメントの実行計画）から理
解できます。orafce

製品バージョン

• ソース:Amazon RDS Oracle Database 10.x の場
合、、、11g、18c、19c、Enterprise、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard、19c、Enterprise、Standard、Standard、Standard 
One、Standard One、Standard One、Standard、Standard、Standard 
One、Standard、Standard、Standard、Standard、Standard

• ターゲット:Amazon RDS for PostgreSQL、または Aurora PostgreSQL 互換データベース 
9.4、10.、11.x、12.、13.、14.x、およびそれ以降)、、、およびそれ以降)、およびそれ以降)、、、およ
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びそれ以降)、、、、およびそれ以降)、、、、、およびそれ以降)、、、およびそれ以降)、、、、、、お
よびそれ以降)、

• AWS SCT: 最新バージョン (このパターンは1.0.632でテストされました)
• Oracce: 最新バージョン (このパターンは3.9.0でテストされました)

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• が12.1.0.v18でデータベースインスタンス用 Amazon RDS for Oracle Database の場合、Amazon RDS 
RDS for Oracle データベースインスタンス

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for PostgreSQL、または Aurora PostgreSQL 互換データベースインスタンス、バージョン 
11.5 までのデータベースインスタンス

データベース移行アーキテクチャ

次の図は、ソース Oracle データベースとターゲット PostgreSQL データベース間のデータベース移行
アーキテクチャを示しています。このアーキテクチャには、AWS クラウド、仮想プライベートクラ
ウド (VPC)、アベイラビリティーゾーン、プライベートサブネット、Oracle データベース用 Amazon 
RDS、AWS SCT、PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換データベース用 Amazon RDS、Oracle 
(aws_oracle_extとorafce) 用の拡張機能、および構造化クエリ言語 (SQL) ファイルが含まれます。

1. Amazon RDS for Oracle DB DB インスタンス (ソース DB) を起動します。
2. AWS SCTaws_oracle_extorafce をおよびエクステンションパックとともに使用して、ソースコー

ドを Oracle から PostreSQL に変換します。
3. この変換により、PostgreSQL がサポートするマイグレートされた.sql ファイルが生成されます。
4. 変換されていない Oracle 拡張コードを PostgreSQL (psql) コードに手動で変換します。
5. 手動変換では、PostgreSQL がサポートする変換された.sql ファイルが生成されます。
6. これらの.SQL ファイルを、Amazon RDS for PostgreSQL DB DB DB インスタンス (ターゲット DB) で

実行します。

Tools
Tools

AWS サービス

• AWS SCT-AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、既存のデータベーススキーマをあるデータ
ベースエンジンから別のデータベースエンジンに変換します。リレーショナルオンライントランザク
ション処理 (OLTP) スキーマまたはデータウェアハウススキーマを変換できます。変換されたスキーマ
は、Amazon RDS for MySQL DB DB クラスター、または Amazon Aurora Redshift DB DB インスタンス
用 Amazon RDS for PostgreSQL DB DB DB インスタンス、または Amazon Redshift DB DB インスタン
スに適しています。変換されたスキーマは、Amazon EC2 インスタンスのデータベースで使用すること
も、Amazon S3 バケットにデータとして保存することもできます。

AWS SCT には、ソースデータベースのデータベーススキーマをターゲットの Amazon RDS インスタン
スと互換性のある形式に自動変換するプロジェクトベースのユーザーインターフェイスが用意されてい
ます。 
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AWS SCT を使用して、Oracle ソースデータベースから前述のターゲットのいずれかに移行できま
す。AWS SCT を使用すると、スキーマ、ビュー、ストアドプロシージャ、関数などのソースデータ
ベースオブジェクト定義をエクスポートできます。 

AWS SCT を使用して、データをOracle から Amazon RDS for PostgreSQL や Amazon Aurora 
PostgreSQL 互換エディションにデータを変換できます。 

このパターンでは、AWS SCT を使用してエクステンションを使用して Oracle コードを 
PostgreSQLaws_oracle_ext に変換および移行しorafce、psqlエクステンションコードをデフォル
トまたはネイティブの組み込みコードに手動で移行します。

• AWS SCT 拡張パックは、オブジェクトをターゲットデータベースに変換する際に必要な、ソースデー
タベースに存在する関数をエミュレートするアドオンモジュールです。AWS SCT 拡張パックをインス
トールする前に、データベーススキーマを変換する必要があります。

データベースまたはデータウェアハウススキーマを変換すると、AWS SCT はターゲットデータベース
に追加のスキーマを追加します。この別のスキーマは、ソースデータベースの SQL システム関数を実装
します。これらの関数により、変換したスキーマがターゲットデータベースに書き込まれます。この別
のスキーマは、拡張パックスキーマと呼ばれます。

OLTP データベースの拡張パックスキーマは、ソースデータベースに従って名前が付けられま
す。Oracle データベースの場合、拡張パックスキーマはですAWS_ORACLE_EXT。

その他のツール

• Oracce — Orafce は Oracle 互換の関数、データ型、およびパッケージを実装するモジュールです。こ
れはバークレーソースディストリビューション（BSD）ライセンスを持つオープンソースツールで、誰
でも使用できます。orafceこのモジュールは、PostgreSQL に多数の Oracle 関数が実装されているた
め、Oracle から PostgreSQL への移行に役立ちます。

Code

AWS SCT 拡張コードの使用を避けるために一般的に使用され、Oracle から PostgreSQL に移行されたす
べてのコードのリストについては、添付のドキュメントを参照してください。

叙事詩
Amazon RDS for Oracle ソースデータベースを設定する

タスク 説明 必要なスキル

Oracle データベースインスタン
スを作成します。

Amazon RDS コンソールから 
Amazon RDS for Oracle または 
Aurora PostgreSQL と互換性の
あるデータベースインスタンス
を作成します。

一般的な AWS、DBA、DBA

セキュリティグループを設定し
ます。

インバウンドとアウトバウンド
のセキュリティグループを設定
します。

一般的な AWS

データベースを作成します。 必要なユーザーとスキーマを使
用して Oracle データベースを作
成します。

一般的な AWS、DBA、DBA
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タスク 説明 必要なスキル

オブジェクトを作成します。 オブジェクトを作成し、スキー
マにデータを挿入します。

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL ターゲットデータベースを設定する

タスク 説明 必要なスキル

PostgreSQL データベースインス
タンスを作成します。

Amazon RDS for PostgreSQL や 
Amazon Aurora PostgreSQL デー
タベースインスタンスをAmazon 
RDS コンソールから作成しま
す。

一般的な AWS、DBA、DBA

セキュリティグループを設定し
ます。

インバウンドとアウトバウンド
のセキュリティグループを設定
します。

一般的な AWS

データベースを作成します。 必要なユーザーとスキーマを使
用して PostgreSQL データベー
スを作成します。

一般的な AWS、DBA、DBA

拡張機能を検証します。 aws_oracle_extorafceとが 
PostgreSQL データベースに正
しくインストールされ、設定さ
れていることを確認してくださ
い。

DBA

PostgreSQL データベースが使用
可能であることを確認します。

PostgreSQL データベースが稼働
していることを確認します。

DBA

AWS SCT とエクステンションを使用して Oracle スキーマを PostgreSQL に移行します

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT をインストールしま
す。

AWS SCT の最新バージョンのを
インストールします。

DBA

AWS SCT を設定します。 Oracle () と PostgreSQL () 
用の Java データベース接続 
(JDBCojdbc8.jar) ドライバを
使用して AWS SCT を設定しま
す。postgresql-42.2.5.jar

DBA

AWS SCT 拡張パックまたはテン
プレートを有効にします。

AWS SCT プロジェクト設定
で、Oracleaws_oracle_extorafce
データベーススキーマのおよび
拡張機能による組み込み関数の
実装を有効にします。

DBA

スキーマを変換します。 AWS SCT では、[スキーマの変
換] を選択してスキーマを Oracle 
から PostgreSQL に変換し、.sql 
ファイルを生成します。

DBA
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AWS SCT エクステンションコードを psql コードに変換する

タスク 説明 必要なスキル

コードを手動で変換します。 拡張機能をサポートするコード
の各行を、添付ドキュメントに
詳述されているように、psqlデ
フォルトの組み込みコード
に手動で変換します。たとえ
ば、AWS_ORACLE_EXT.SYSDATE()ORACLE.SYSDATE()NOW()ま
たはをに変更します。

DBA

コードを検証 (オプション) PostgreSQL デー
タベースで一時的に実行して、
コードの各行を検証します。

DBA

PostgreSQL データベースにオブ
ジェクトを作成します。

PostgreSQL データベースにオブ
ジェクトを作成するには、AWS 
SCT によって生成され、前の 2 
つのステップで変更された.sql 
ファイルを実行します。

DBA

関連リソース
• データベース

• オラクル・オン・アマゾン RDS
• アマゾン RDS の PostgreSQL
• Amazon Aurora PostgreSQL を操作する PostgreSQL の操作
• PostgreSQL 説明プラン

• AWS SCT
• AWS Schema Conversion Tool 概要
• AWS SCT ユーザーガイド
• AWS SCT ユーザーインターフェイスの使用
• AWS SCT のソースとしての Oracle データベースを使用する

• AWS SCT のエクステンション
• AWS SCT 拡張パックを使用する
• オラクルの機能 (ja)
• PGN オラチェ
• GitHub オラチェ

追加情報
詳細については、添付ドキュメントのコードを手動で変換するための構文と例を含む詳細なコマンドを参
照してください。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SQL サーバーデータベースを Amazon EC2 

から Amazon DocumentDB に移行する

AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データ
ベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB に
移行する

作成者:ウマ・マヘスワラ・ラオ・ヌーカ (AWS)

ソース: Amazon EC2 の 
Microsoft SQL Server

ターゲット: Amazon 
DocumentDB

R タイプ: 再構築

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: クラウドネイティ
ブ、データベース、移行

ワークロード: Microsoft

AWS サービス: Amazon EC2; 
Amazon DocumentDB

概要
このパターンは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされている Microsoft SQL Server データベースを Amazon 
DocumentDB (MongoDB と互換性のある) データベースに移行する方法を示しています。

AWS DMS レプリケーションタスクは、SQL Server データベースのテーブル構造を読み取り、Amazon 
DocumentDB に対応するコレクションを作成し、フルロード移行を実行します。

このパターンを使用して、オンプレミスの SQL サーバーまたは SQL Server DB インスタンス用の 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を Amazon DocumentDB に移行することもできま
す。詳細については、AWS AWS Prescriptive Guidance ウェブサイトにある「Microsoft SQL Server デー
タベースの AWS クラウドへの移行」ガイドを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• EC2 インスタンス上の既存の SQL Server データベース。
• SQL Server データベース内の AWS DMS に割り当てられたデータベース (db_owner) ロールを修正しま

した。詳細については、SQL Server ドキュメントの「データベースレベルのロール」を参照してくださ
い。 

• mongodump、、mongorestoremongoimportおよびユーティリティを使用して Amazon DocumentDB 
クラスターにデータを移動したり、クラスターからデータを移動したりすることに慣れてい
る。mongoexport

• Microsoft SQL Server Management Studio がインストールされ、設定されています。

機能制限

• Amazon DocumentDB のクラスターサイズ制限は 64 TB です。詳細については、Amazon DocumentDB 
ドキュメントの「クラスター制限」を参照してください。 

• AWS DMS は、複数のソーステーブルを 1 つの Amazon DocumentDB コレクションにマージすることを
サポートしていません。
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SQL サーバーデータベースを Amazon EC2 

から Amazon DocumentDB に移行する

• AWS DMS がプライマリキーなしでソーステーブルの変更を処理する場合、ソーステーブルのラージオ
ブジェクト (LOB) 列は無視されます。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Amazon EC2

ターゲットアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon DocumentDB

Tools
• AWS DMS — AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データベースを簡単かつ安全に移行す

るのに役立ちます。
• Amazon DocumentDB — Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、高速で信頼性が高く、完全マネー

ジド型のデータベースサービスです。
• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は AWS クラウドでスケーラブルなコン

ピューティングキャパシティーを提供します。
• マイクロソフト SQL サーバー — SQL サーバーはリレーショナルデータベース管理システムです。
• SQL Server Management Studio (SSMS) — SSMS は、SQL Server コンポーネントへのアクセス、構

成、管理など、SQL Server を管理するためのツールです。

叙事詩
VPC を作成および設定する

タスク 説明 必要なスキル

VPC を作成します。 AWS マネジメントコンソールに
サインインし、Amazon VPC コ
ンソールを開きます。IPv4 CIDR 
ブロック範囲の仮想プライベー
トクラウド (VPC) を作成しま
す。

システム管理者

セキュリティグループとネット
ワーク ACL を作成します。

Amazon VPC コンソールで、要
件に応じて VPC のセキュリティ
グループとネットワークアクセ
スコントロールリスト (ネット
ワーク ACL) を作成します。こ
れらの設定にはデフォルト設定
を使用することもできます。こ
のストーリーやその他のストー
リーについて詳しくは、「関連

システム管理者
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SQL サーバーデータベースを Amazon EC2 

から Amazon DocumentDB に移行する

タスク 説明 必要なスキル
リソース」セクションを参照し
てください。

Amazon DocumentDB クラスターを作成および設定する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon DocumentDB クラス
ターを作成します。

Amazon DocumentDB コンソー
ルを開き、[クラスター] を選
択します。[作成] を選択し、1 
つのインスタンスで Amazon 
DocumentDB クラスターを作
成します。重要: 必ず VPC のセ
キュリティグループを使用して
このクラスターを設定してくだ
さい。

システム管理者

mongo シェルをインストールし
ます。

mongo シェルは、Amazon 
DocumentDB クラスターに接続
してクエリするために使用する
コマンドラインユーティリティ
です。インストールするには、
「/etc/yum.repos.d/mongodb-
org-3.6.repo」コマンドを実行
してリポジトリファイルを作
成します。「sudo yum install-y 
mongodb-org-shell」コマンドを
実行して mongo シェルをイン
ストールします。転送中のデー
タを暗号化するには、Amazon 
DocumentDB のパブリックキー
をダウンロードし、Amazon 
DocumentDB インスタンスに接
続します。これらの手順の詳細
については、「関連リソース」
セクションを参照してくださ
い。

システム管理者

Amazon DocumentDB クラス
ターでデータベースを作成しま
す。

データベースの名前を指定し
て「use」コマンドを実行し
て、Amazon DocumentDB クラ
スターにデータベースを作成し
ます。

システム管理者

AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成して設定する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを作成します。

AWS DMS コンソールを開き、
[レプリケーションインスタンス
の作成] を選択します。レプリ
ケーションタスクの名前と説明
を入力します。インスタンスク

システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
ラス、エンジンバージョン、ス
トレージ、VPC、マルチ AZ を選
択し、パブリックにアクセスで
きるようにします。[詳細設定] タ
ブを選択して、ネットワークと
暗号化の設定を設定します。メ
ンテナンス設定を指定し、[レプ
リケーションインスタンスの作
成] を選択します。

SQL Server データベースを設定
します。

Microsoft SQL Server にログイ
ンし、ソースエンドポイントと 
AWS DMS レプリケーション
インスタンス間の通信に関する
インバウンドルールを追加しま
す。レプリケーションインスタ
ンスのプライベート IP アドレス
をソースとして使用します。重
要: レプリケーションインスタン
スとターゲットエンドポイント
は同じ VPC 上にある必要があり
ます。VPC がソースインスタン
スとレプリケーションインスタ
ンスで異なる場合は、セキュリ
ティグループの代替ソースを使
用してください。

システム管理者

AWS DMS でソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成してテストする

タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのエンドポ
イントを作成します。

AWS DMS コンソールを開
き、[ソースとターゲットの
データベースエンドポイントを
Connect] を選択します。ソース
データベースとターゲットデー
タベースの接続情報を指定し
ます。必要に応じて、「詳細設
定」タブを選択して「追加接続
属性」の値を設定します。エン
ドポイント設定で証明書バンド
ルをダウンロードして使用して
ください。

システム管理者

エンドポイント接続を検証しま
す。

[Run test (テストを実行)] を選
択して、接続を検証します。セ
キュリティグループの設定と、
ソースデータベースインスタ
ンスとターゲットデータベース
インスタンスの両方から AWS 
DMS レプリケーションインス
タンスへの接続を確認して、
エラーメッセージをトラブル
シューティングします。

システム管理者
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データを移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS 移行タスクを作成し
ます。

AWS DMS コンソールで、[タス
ク]、[タスクの作成] を選択しま
す。ソースとターゲットのエン
ドポイント名、レプリケーショ
ンインスタンス名などのタスク
オプションを指定します。[移行
タイプ] で [既存のデータを移行] 
と [データの変更のみをレプリ
ケートする] を選択します。[タス
クを開始] を選択します。

システム管理者

AWS DMS 移行タスクを実行し
ます。

[タスク設定] で、[何もしない]、
[テーブルをターゲットにドロッ
プ]、[切り捨て]、[レプリケー
ションに LOB 列を含める] な
ど、テーブル準備モードの設定
を指定します。AWS DMS が受
け付ける最大 LOB サイズを設定
し、[ログ記録を有効にする] を選
択します。[詳細設定] はデフォル
ト値のままにし、[タスクの作成] 
を選択します。

システム管理者

移行を監視します。 AWS DMS コンソールで [Tasks] 
を選択し、移行タスクを選択し
ます。タスクを監視するには、
「タスク監視」を選択します。
全負荷移行が完了し、キャッ
シュされた変更が適用される
と、タスクは停止します。

システム管理者

移行のテストと検証

タスク 説明 必要なスキル

mongo シェルを使用して 
Amazon DocumentDB クラス
ターConnect。

Amazon DocumentDB コンソー
ルを開き、[クラスター] でクラス
ターを選択します。[Connect 性
とセキュリティ] タブで、[mongo 
シェルを使用してこのクラス
ターに接続] を選択します。

システム管理者

移行の結果を確認します。 データベースの名前を指定し
て「use」コマンドを実行し、
「show collection」コマンドを実
行します。データベースの名前
を指定して「db. .count ();」コマ
ンドを実行します。結果がソー
スデータベースと一致していれ
ば、移行は成功しています。

システム管理者
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ThoughtSpot Falcon データベー

スを Amazon Redshift に移行する

関連リソース
VPC の作成と設定

• VPC 用のセキュリティグループを作成する
• ネットワーク ACL の作成

 

Amazon DocumentDB クラスターの作成と設定

• Amazon DocumentDB クラスターを作成する
• Amazon DocumentDB の mongo シェルをインストールします
• Amazon DocumentDB クラスターConnect する

 

AWS DMS レプリケーションインスタンスの作成と設定

• パブリックおよびプライベートレプリケーションインスタンスを使用

 

AWS DMS でソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成してテストする

• Amazon DocumentDB を AWS DMS のターゲットとして使用する
• SQL Server データベースを AWS DMS のソースとして使用する
• AWS DMS エンドポイントを使用する

 

データを移行

• Amazon DocumentDB への移行

 

その他のリソース

• AWS DMS のソースとして SQL Server の使用に関する制限事項 
• Amazon DocumentDB を使用してアプリケーションを大規模に構築および管理する方法

オンプレミスの ThoughtSpot Falcon データベースを 
Amazon Redshift に移行する
Battulga Purevragchaa (AWS) とアントニー・プラサド・テバラジ (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット ソース: オンプレミスの 
ThoughtSpot Falcon データベー
ス

ターゲット: Amazon Redshift
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ThoughtSpot Falcon データベー

スを Amazon Redshift に移行する

R タイプ: リアーキテクト ワークロード: その他のすべての
ワークロード

テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: AWS DMS; 
Amazon Redshift

概要
オンプレミスのデータウェアハウスは、特に大規模なデータセットの場合、管理に多大な時間とリソース
を必要とします。これらの倉庫の建設、維持、および拡張にかかる財務コストも非常に高くなります。コ
ストを管理し、抽出、変換、ロード（ETL）の複雑さを低く抑え、データの増加に応じたパフォーマンス
を実現するには、ロードするデータとアーカイブするデータを常に選択する必要があります。

ThoughtSpot オンプレミスのFalconデータベースをAmazon Web Services（AWS）クラウドに移行するこ
とで、クラウドベースのデータレイクとデータウェアハウスにアクセスして、インフラストラクチャ全体
のコストを削減できるだけでなく、ビジネスの俊敏性、セキュリティ、アプリケーションの信頼性を高め
ることができます。Amazon Redshift は、データウェアハウスのコストと運用上のオーバーヘッドを大幅
に削減するのに役立ちます。Amazon Redshift Spectrum を使用すると、データをロードせずに大量のデー
タをネイティブ形式で分析することもできます。

このパターンは、 ThoughtSpot Falcon データベースをオンプレミスデータセンターから AWS クラウド上
の Amazon Redshift データベースに移行する手順とプロセスを説明しています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターでホストされている ThoughtSpot Falcon データベース

製品バージョン

• ThoughtSpot バージョン 7.0.1

アーキテクチャ

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. データはオンプレミスのリレーショナルデータベースでホストされます。
2. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、Amazon Redshift と互換性のあるデータ定義言語 (DDL) 

を変換します。
3. テーブルの作成後、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを移行できます。
4. データは Amazon Redshift にロードされます。
5. Redshift SSimple Storage Service (Amazon S3) に保存されます。Redshift Storage Service (Amazon 

S3) に保存されます。

Tools
• AWS DMS — AWS データ移行サービス (AWS DMS) は、データベースを AWS に迅速かつ安全に移行

するのに役立ちます。

1330

https://docs.thoughtspot.com/software/latest/data-caching
https://docs.thoughtspot.com/7.0/release/notes.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
ThoughtSpot Falcon データベー

スを Amazon Redshift に移行する

• Amazon Redshift — Amazon Redshift は、高速、完全マネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハ
ウスサービスです。シンプルで費用対効果の高さが特長であり、既存のビジネスインテリジェンスツー
ルを使用してすべてのデータを効率的に分析できます。

• AWS SCT — AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、既存のデータベーススキーマをあるデー
タベースエンジンから別のデータベースエンジンに変換します。

叙事詩
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

適切な Amazon Redshift 設定を
特定してください。

要件とデータ量に基づいて、適
切な Amazon Redshift クラス
ター設定を特定してください。 

詳細については、Amazon 
Redshift のドキュメントの 
Amazon Redshift クラスターを参
照してください。

DBA

Amazon Redshift を調べて、要件
を満たしているかどうかを評価
してください。

Amazon Redshift のよくある質問
を使用して、Amazon Redshift が
お客様の要件を満たしているか
どうかを把握し、評価してくだ
さい。

DBA

ターゲットの Amazon Redshift クラスターを準備します

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift クラスターを作
成します。

AWS マネジメントコンソールに
サインインし、Amazon Redshift 
コンソールを開き、Virtual 
Private Cloud (VPC) で Amazon 
Redshift クラスターを作成しま
す。 

詳細については、Amazon 
Redshift のドキュメントの VPC 
でのクラスターの作成を参照し
てください。

DBA

Amazon Redshift データベース設
計のPoC を実施します。

Amazon Redshift のベストプラク
ティスに従って、データベース
設計の概念実証 (PoC) を実施し
てください。 

詳細については、Amazon 
Redshift のドキュメントの 
Amazon Redshift の概念実証の実
施を参照してください。

DBA

データベースユーザーを作成し
ます。

Amazon Redshift データベースに
ユーザーを作成し、スキーマと

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ThoughtSpot Falcon データベー

スを Amazon Redshift に移行する

タスク 説明 必要なスキル
テーブルにアクセスするための
適切なロールを付与します。 

詳細については、Amazon 
Redshift のドキュメントの「ユー
ザーまたはユーザーグループに
アクセス権限を付与する」を参
照してください。

ターゲットデータベースに構成
を適用します。

要件に応じて Amazon Redshift 
データベースに設定を適用しま
す。 

データベース、セッション、お
よびサーバーレベルのパラメー
タを有効にする方法の詳細につ
いては、Amazon Redshift ドキュ
メントの設定リファレンスを参
照してください。

DBA

Amazon Redshift クラスター内にオブジェクトを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift で DDL を使用
してテーブルを手動で作成しま
す。

(オプション) AWS SCT を使用す
る場合、テーブルは自動的に作
成されます。ただし、DDL の複
製時に障害が発生した場合は、
テーブルを手動で作成する必要
があります。

DBA

Redshift Spectrum 用の外部テー
ブルを作成します。

Amazon Redshift Spectrum 用
の外部スキーマを使用して外
部テーブルを作成します。外部
テーブルを作成するには、外部
スキーマの所有者またはデータ
ベーススーパーユーザーである
必要があります。 

詳細については、Amazon 
Redshift のドキュメントの 
Amazon Redshift Spectrum 用の
外部テーブルの作成を参照して
ください。

DBA

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

Amazon Redshift データベース
内のテーブルの DDL を作成した
ら、AWS DMS を使用してデー

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ThoughtSpot Falcon データベー

スを Amazon Redshift に移行する

タスク 説明 必要なスキル
タを Amazon Redshift に移行し
ます。

詳細なステップと手順について
は、AWS DMS のドキュメント
の「Amazon Redshift データベー
スを AWS DMS のターゲットと
しての使用について」を参照し
てください。

COPY コマンドを使用してデー
タをロードします。

Amazon RedshiftCOPY コマンド
を使用して、データを Amazon 
S3 から Amazon Redshift にロー
ドします。

詳細については、Amazon 
Redshift のドキュメント
の COPY コマンドを使用
し、Amazon Redshift のドキュ
メントの「COPY コマンドを使
用し、Amazon S3 からロードす
る」を参照してください。

DBA

Amazon Redshift クラスターを検証する

タスク 説明 必要なスキル

出典レコードとターゲットレ
コードを検証します。

ソースシステムからロードされ
たソースレコードとターゲット
レコードのテーブル数を検証し
ます。

DBA

Amazon Redshift パフォーマン
スチューニングのベストプラク
ティスを実装します。

Amazon Redshift テーブルとデー
タベース設計のベストプラク
ティスを実装します。 

詳細については、ブログ記事
「Amazon Redshift のパフォー
マンスチューニングテクニック
のトップ 10」を参照してくださ
い。

DBA

クエリパフォーマンスを最適化
します。

Amazon Redshift は、SQL ベー
スのクエリを使用してシステム
内のデータおよびオブジェクト
とやり取りします。データ操作
言語 (DML) は、データの表示、
追加、変更、削除に使用できる 
SQL のサブセットです。DDL 
は、テーブルやビューなどの
データベースオブジェクトの追
加、変更、削除に使用する SQL 
のサブセットです。

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ThoughtSpot Falcon データベー

スを Amazon Redshift に移行する

タスク 説明 必要なスキル
詳細については、Amazon 
Redshift のドキュメントの「クエ
リパフォーマンスのチューニン
グ」を参照してください。

WLM の実装 ワークロード管理 (WLM) を使
用して複数のクエリキューを定
義し、実行中のクエリを適切な
キューにルーティングすること
ができます。

詳細については、Amazon 
Redshift ドキュメントの「ワーク
ロード管理の実装」を参照して
ください。

DBA

同時実行スケーリングを使用す
る。

同時実行スケーリング機能を使
用すると、一貫した高速のクエ
リパフォーマンスで、事実上無
制限の同時ユーザーと同時クエ
リをサポートできます。

詳細については、Amazon 
Redshift のドキュメントの「同時
実行スケーリングを使用する」
を参照してください。

DBA

Amazon Redshift テーブル設計の
ベストプラクティスを使用して
ください。

データベースをプランニングす
る際、テーブル設計に関して、
全体的なクエリパフォーマンス
に多大な影響を与える重要な決
定があります。

最も適切なテーブル設計
オプションの選択について
は、Amazon Redshift のドキュメ
ントの Amazon Redshift テーブ
ル設計のベストプラクティスを
参照してください。

DBA

Amazon Redshift でマテリアライ
ズドビューを作成します。

マテリアライズドビューには、1 
つ以上のベーステーブルで実行
された SQL クエリに基づいて事
前計算された結果が含まれてい
ます。SELECTステートメントを
使用すれば、データベースで他
のテーブルやビューをクエリす
るのと同じ方法でマテリアライ
ズドビューをクエリすることが
できます。

詳細については、Amazon 
Redshift のドキュメントの 
Amazon Redshift でのマテリアラ
イズドビューの作成を参照して
ください。

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ThoughtSpot Falcon データベー

スを Amazon Redshift に移行する

タスク 説明 必要なスキル

テーブル間の結合を定義しま
す。

で同時に複数のテーブルを検
索するには ThoughtSpot、2 
つのテーブルにわたって一致
するデータを含む列を指定し
て、テーブル間の結合を定義す
る必要があります。primary 
keyforeign keyこれらの列は
結合のANDを表します。

Amazon RedshiftALTER TABLE
またはのコマンドを使用して定
義できます ThoughtSpot。詳細
については、Amazon Redshift の
ドキュメントの「ALTER TABLE 
(テーブル変更)」を参照してくだ
さい。

DBA

Amazon Redshift ThoughtSpot への接続をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift 接続を追加しま
す。

Amazon Redshift 接続をオンプレ
ミスの ThoughtSpot Falcon デー
タベースに追加します。

詳細については、 ThoughtSpot 
ドキュメントの「Amazon 
Redshift 接続を追加する」を参照
してください。

DBA

Amazon Redshift 接続を編集しま
す。

Amazon Redshift 接続を編集して
テーブルと列を追加できます。

詳細については、 ThoughtSpot 
ドキュメントの「Amazon 
Redshift 接続の編集」を参照して
ください。

DBA

Amazon Redshift 接続を再マッピ
ングします。

Amazon Redshift 接続を追加した
ときに作成されたソースマッピ
ング.yaml ファイルを編集して、
接続パラメータを変更します。 

たとえば、既存のテーブルま
たは列を、既存のデータベー
ス接続内の別のテーブルまた
は列に再マップできます。 
ThoughtSpot 接続内のテーブル
または列を再マップする前後に
依存関係をチェックして、必要
に応じて表示されることを確認
することをお勧めします。

詳細については、 ThoughtSpot 
ドキュメントの「Amazon 

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ThoughtSpot Falcon データベー

スを Amazon Redshift に移行する

タスク 説明 必要なスキル
Redshift 接続の再マッピング」を
参照してください。

Amazon Redshift 接続からテーブ
ルを削除します。

(オプション) Amazon Redshift 接
続でテーブルを削除しようとす
ると、 ThoughtSpot 依存関係を
確認し、依存オブジェクトのリ
ストを表示します。リストされ
ているオブジェクトを選択して
削除したり、依存関係を削除し
たりできます。その後、テーブ
ルを削除できます。

詳細については、 ThoughtSpot 
ドキュメントの Amazon Redshift 
接続からテーブルを削除しま
す。

DBA

Amazon Redshift 接続から依存オ
ブジェクトを含むテーブルを削
除します。

(オプション) 依存オブジェクト
を含むテーブルを削除しよう
とすると、操作はブロックされ
ます。Cannot delete依存オ
ブジェクトへのリンクのリスト
を含むウィンドウが表示されま
す。すべての依存関係が削除さ
れると、テーブルを削除できま
す

詳細については、 ThoughtSpot 
ドキュメントの「Amazon 
Redshift 接続から依存オブジェク
トを含むテーブルを削除する」
を参照してください。

DBA

Amazon Redshift 接続を削除しま
す。

(オプション) 接続は複数のデー
タソースまたはビジュアラ
イゼーションで使用できるた
め、Amazon Redshift 接続を削除
する前に、その接続を使用する
すべてのソースとタスクを削除
する必要があります。

詳細については、 ThoughtSpot 
ドキュメントの「Amazon 
Redshift 接続の削除」を参照して
ください。

DBA

Amazon Redshift の接続リファレ
ンスを確認してください。

ThoughtSpot ドキュメントの
接続リファレンスを使用し
て、Amazon Redshift 接続に必
要な情報を必ず提供してくださ
い。

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する

追加情報
• Amazon Redshift を使用した、あらゆる規模の人工知能主導型アナリティクス ThoughtSpot
• Amazon Redshift の料金
• AWS SCT の使用を開始する 
• Amazon Redshift の開始方法
• データ抽出エージェントを使用する
• Chick-fil-A は AWS ThoughtSpot を使用してインサイトを得るまでの時間を短縮しました 

AWS DMS を使用して Oracle データベースを 
Amazon DynamoDB に移行する
作成者:ランバブ・カルネナ (AWS)

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon DynamoDB

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon 
DynamoDB

概要
このパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して Oracle データベースを
Amazon DynamoDB に移行する手順を順を追って説明します。以下の 3 種類のソースデータベースを対象
としています。

• オンプレミスの Oracle Database
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上の Oracle Database
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle DB

この概念実証では、このパターンは Amazon RDS for Oracle DB インスタンスからの移行に焦点を当てて
います。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon RDS for Oracle Database に接続するアプリケーション
• プライマリキーとサンプルデータを使用してソース Amazon RDS for Oracle データベースに作成された

テーブル

機能制限

• Amazon DynamoDB はこれらのデータベースオブジェクトをサポートしていないため、プロシージャ、
関数、パッケージ、トリガーなどの Oracle データベースオブジェクトは移行対象とはみなされません。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する

製品バージョン

• このパターンは、AWS DMS でサポートされているすべてのエディションとバージョンの Oracle デー
タベースに適用されます。詳細については、「Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用す
る」および「Amazon DynamoDB データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する」を参照し
てください。最も包括的なバージョンとそのサポートを受けるには、最新バージョンの AWS DMS を使
用することをお勧めします。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Amazon RDS for Oracle DB インスタンス、Oracle on Amazon EC2、またはオンプレミスの Oracle 
データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon DynamoDB

AWS データ移行アーキテクチャ

Tools
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データストアを AWS クラウドに、または

クラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行できます。
• Amazon DynamoDB は、高速で予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを特長とするフルマネージド 

NoSQL データベースサービスです。
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデー

タベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。このパターンでは Amazon RDS for Oracle を
使用します。

エピック
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

VPC を作成します。 AWS アカウントで、Virtual 
Private Cloud (VPC) とプライ
ベートサブネットを作成しま
す。

システムアドミニストレータ

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
ストを作成します。

詳細については、AWS ドキュメ
ントを参照してください。

システムアドミニストレータ

Amazon RDS for Oracle DB イ
ンスタンスを設定して起動しま
す。

詳細については、AWS ドキュメ
ントを参照してください。

DBA、システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する

[データの移行]

タスク 説明 必要なスキル

DynamoDB にアクセスするため
の IAM ロールを作成します。

AWS Identity and Access 
Management (IAM) コン
ソールで、ロールを作成
し、ポリシーをアタッチし
てAmazonDynamoDBFullAccess 
to it、サービスとして AWS 
DMS を選択します。

システムアドミニストレータ

移行のための AWS DMS レプリ
ケーションインスタンスを作成
します。

レプリケーションインスタンス
は、ソースデータベースと同じ
アベイラビリティーゾーンと 
VPC に存在している必要があり
ます。

システムアドミニストレータ

AWS DMS でソースとターゲッ
トのエンドポイントを作成しま
す。

ソースデータベースエンドポイ
ントを作成するには、次の 2 つ
の方法があります。

• Amazon RDS コンソールで、
[データベース]、[DB ID]、[接
続とセキュリティ] を選択し、
エンドポイントを選択しま
す。

• AWS DMS コンソール
で、[RDS DB インスタンスを
選択] を選択します。

ターゲットデータベースエンド
ポイントを作成するには、前の
タスクで DynamoDB にアクセ
スするための Amazon リソース
ネーム (ARN) を選択します。

システムアドミニストレータ

AWS DMS タスクを作成して、
ソース Oracle データベーステー
ブルを DynamoDB にロードしま
す。

ソースとターゲットのエンドポ
イント名、および前のステップ
のレプリケーションインスタン
スを選択します。タイプは全負
荷でもかまいません。Oracle ス
キーマを選択し、% を指定し
てすべてのテーブルを選択しま
す。

システムアドミニストレータ

DynamoDB でテーブルを検証し
ます。

移行結果を表示するに
は、DynamoDB コンソールの左
側のナビゲーションペインから 
[Tables] を選択します。

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルのパーティションテー
ブルを PostgreSQL に移行する

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションコードを変更
します。

DynamoDB に接続してデータを
取得するには、アプリケーショ
ンコードを更新します。

アプリ所有者、DBA、システム
管理者

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を DynamoDB を使用するように
切り替えます。

  DBA、アプリ所有者、システム
管理者

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

AWS リソースをシャットダウン
します。

たとえば、は Amazon 
RDS for Oracle インスタン
ス、DynamoDB、および AWS 
DMS レプリケーションインスタ
ンスをシャットダウンします。

DBA、システム管理者

メトリクスを収集する。 指標には、移行にかかる時間、
手作業とツールによって実行さ
れた作業の割合、およびコスト
削減が含まれます。

DBA、アプリ所有者、システム
管理者

関連リソース
• AWS Database Migration Service と Amazon DynamoDB: 把握しておくべきこと (ブログ記事)
• AWS DMS のソースとしての Oracle Database の使用
• Amazon DynamoDB データベースを AWS Database Migration Service のターゲットとして使用する
• RDBMS から Amazon DynamoDB への移行に関するベストプラクティス (ホワイトペーパー)

AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブ
ルを PostgreSQL に移行する

作成者:サウラヴ・ミシュラ (AWS) とエドゥアルド・ヴァレンティム (AWS)

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle データベース ターゲット: PostgreSQL 9.0

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行、データベー
ス、ストレージとバックアップ
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルのパーティションテー
ブルを PostgreSQL に移行する

AWS サービス: AWS DMS

概要
このパターンは、ネイティブパーティショニングをサポートしていない AWS Database Migration Service 
(AWS DMS) を使用して、Oracle から PostgreSQL へのパーティションテーブルのロードを高速化する方
法を示しています。ターゲットの PostgreSQL データベースは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) にインストールすることも、PostgreSQL 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 
または Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション DB インスタンスにインストールすることもできま
す。 

分割テーブルをアップロードするには、以下のステップが含まれます。

1. Oracle パーティションテーブルに似た親テーブルを作成しますが、パーティションは含めないでくださ
い。

2. ステップ 1 で作成した親テーブルを継承する子テーブルを作成します。
3. 親テーブルへの挿入を処理するプロシージャ関数とトリガーを作成します。

ただし、トリガーは挿入のたびに起動されるため、AWS DMS を使用した初期ロードは非常に遅くなる可
能性があります。

Oracle から PostgreSQL 9.0 への初期ロードを高速化するために、このパターンではパーティションごと
に個別の AWS DMS タスクを作成し、対応する子テーブルをロードします。その後、カットオーバー時に
トリガーを作成します。 

PostgreSQL バージョン 10 はネイティブパーティショニングをサポートしています。ただし、場合によっ
ては継承されたパーティショニングを使用する場合もあります。詳細については、「追加情報 (p. 1343)」
セクションを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 分割テーブルを含むソース Oracle データベース
• AWS 上の PostgreSQL データベース

製品バージョン

• PostgreSQL 9.0

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Oracle のパーティション化されたテーブル

ターゲットテクノロジースタック

• PostgreSQL のパーティションテーブル (Amazon EC2、Amazon RDS for PostgreSQL、または Aurora 
PostgreSQL)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルのパーティションテー
ブルを PostgreSQL に移行する

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータストアを AWS Cloud に移行したり、ク

ラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行したりできます。

エピック
AWS DMS のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

PostgreSQL でテーブルを作成し
ます。

パーティションに必要なチェッ
ク条件を指定して、PostgreSQL 
で親テーブルと対応する子テー
ブルを作成します。

DBA

各パーティションの AWS DMS 
タスクを作成します。

AWS DMS タスクにパーティ
ションのフィルター条件を含
めます。パーティションを対応
する PostgreSQL 子テーブルに
マップします。

DBA

全ロードおよび変更データキャ
プチャ (CDC) を使用して AWS 
DMS タスクを実行します。

StopTaskCachedChangesAppliedtrueパ
ラメータがに設定さ
れ、StopTaskCachedChangesNotAppliedパ
ラメータがに設定されているこ
とを確認してくださいfalse。

DBA

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

レプリケーションタスクを停止
します。

タスクを停止する前に、ソース
とターゲットが同期されている
ことを確認します。

DBA

親テーブルにトリガーを作成し
ます。

親テーブルはすべての挿入コマ
ンドと更新コマンドを受け取る
ため、パーティション条件に基
づいてこれらのコマンドをそれ
ぞれの子テーブルにルーティン
グするトリガーを作成してくだ
さい。

DBA

関連リソース
• AWS DMS
• テーブルパーティショニング (PostgreSQL ドキュメンテーション)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Precisely を使用して VSAM ファイル

を AWS クラウドに移行および複製します

追加情報
PostgreSQL バージョン 10 はネイティブパーティショニングをサポートしていますが、以下のユースケー
スでは継承パーティショニングを使用するとよいでしょう。

• パーティショニングでは、すべてのパーティションには親パーティションと同じ列セットが必要である
というルールが適用されますが、テーブルの継承では子に余分な列があってもかまいません。

• テーブル継承は複数の継承をサポートします。
• 宣言型パーティショニングは、リストパーティショニングとレンジパーティショニングのみをサポート

します。テーブル継承では、データを自由に分割できます。ただし、制約除外によってパーティション
を効果的にプルーニングできない場合、クエリのパフォーマンスが低下します。

• 一部の操作では、宣言型パーティショニングを使用する場合は、テーブル継承を使用する場合よりも強
力なロックが必要です。たとえば、分割テーブルにパーティションを追加または削除するには、ACCESS 
EXCLUSIVE親テーブルのロックが必要ですが、SHARE UPDATE EXCLUSIVE通常の継承にはロックで十
分です。

個別のジョブパーティションを使用する場合、AWS DMS 検証の問題がある場合はパーティションを再
ロードすることもできます。パフォーマンスとレプリケーション制御を向上させるには、タスクを別々の
レプリケーションインスタンスで実行してください。

Precisely からのConnect を使用して VSAM ファイル
を Amazon RDS または Amazon MSK に移行およびレ
プリケートします

プラチ・カンナ (AWS) とブーパシー・ゴパルサミー (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット ソース:VSAM 対象:データベース

R タイプ:リアーキテクト ワークロード:IBM テクノロジー:移行、モダナイ
ゼーション

AWS サービス:アマゾン MSK; ア
マゾン RDS

概要
このパターンは、Connect from Precisely を使用して、仮想ストレージアクセスメソッド (VSAM) ファイ
ルをメインフレームから AWS クラウドのターゲット環境に移行および複製する方法を示しています。
このパターンで対象となるターゲット環境には、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) と 
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) が含まれます。Connect は変更データキャ
プチャ (CDC) を使用してソース VSAM ファイルへの更新を継続的に監視し、その更新を 1 つ以上の AWS 
ターゲット環境に転送します。このパターンを使用して、アプリケーションの最新化やデータ分析の目標
を達成できます。たとえば、Connect を使用して VSAM アプリケーションファイルを AWS クラウドに低
レイテンシーで移行したり、VSAM データを AWS データウェアハウスまたはデータレイクに移行して、
アプリケーションの最新化に必要以上の同期レイテンシーを許容できる分析を行うことができます。

前提条件と制限
前提条件
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Precisely を使用して VSAM ファイル

を AWS クラウドに移行および複製します

• IBM z/OS V2R1 またはそれ以降
• z/OS 用 CICS トランザクションサーバ (CICS TS) V5.1 以降 (CICS/VSAM データキャプチャ)
• IBM MQ 8.0 またはそれ以降
• z/OS のセキュリティ要件 (SQData ロードライブラリの APF 認証など)
• VSAM リカバリログがオンになっている
• （オプション）CDC ログを自動的にキャプチャする CICS VSAM リカバリバージョン（CICS VR）
• アクティブな AWS アカウント
• レガシープラットフォームからアクセス可能なサブネットを持つ Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
• Precisely からの VSAM Connect ライセンス

機能制限

• Connect は、ソース VSAM スキーマまたはコピーブックに基づく自動ターゲットテーブル作成をサポー
トしていません。ターゲットテーブル構造を初めて定義する必要があります。

• Amazon RDS などの非ストリーミングターゲットの場合は、Apply Engine 設定スクリプトでコンバー
ジョンソースからターゲットへのマッピングを指定する必要があります。

• ロギング、モニタリング、アラート機能はAPIを介して実装され、完全に動作するには外部コンポーネ
ント（Amazonなど CloudWatch）が必要です。

製品バージョン

• z/OS 用の SQData 40134
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上の Amazon Linux Amazon マシンイメージ (AMI)

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Job コントロール言語 (JCL)
• z/OS Unix シェルとインタラクティブ・システム生産性ファシリティ (ISPF)
• VSAM ユーティリティ (ICAMS)

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EC2
• Amazon MSK
• Amazon RDS
• Amazon VPC

ターゲットアーキテクチャ

VSAM ファイルを Amazon RDS に移行する

次の図は、ソース環境 (オンプレミスメインフレーム) で CDC エージェント/パブリッシャーを使用し、
ターゲット環境 (AWS クラウド) の Apply Engine を使用して、VSAM ファイルを Amazon RDS などのリ
レーショナルデータベースにリアルタイムまたはほぼリアルタイムで移行する方法を示しています。

図表に示す内容は以下のバッチワークフローです。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Precisely を使用して VSAM ファイル

を AWS クラウドに移行および複製します

1. Connect は、バックアップファイルの VSAM ファイルを比較して変更を識別してファイルへの変更を
キャプチャし、その変更をログストリームに送信します。

2. パブリッシャーはシステムログストリームのデータを消費します。
3. パブリッシャーは、キャプチャされたデータの変更を TCP/IP 経由でターゲットエンジンに伝達しま

す。 Controller デーモンは、出典とターゲット環境間の通信を認証します。
4. ターゲット環境のApply Engineは、パブリッシャ・エージェントから変更を受け取り、リレーショナル

データベースまたは非リレーショナル・データベースに適用します。

図表に示す内容は以下のオンラインワークフローです。

1. Connect は、ログ複製を使用してオンラインファイルの変更を取り込み、キャプチャした変更をログス
トリームにストリーミングします。

2. パブリッシャーはシステムログストリームのデータを消費します。
3. パブリッシャーは、キャプチャされたデータの変更を TCP/IP 経由でターゲットエンジンに伝達しま

す。Controller デーモンは、出典とターゲット環境間の通信を認証します。
4. ターゲット環境のApply Engineは、パブリッシャ・エージェントから変更を受け取り、それをリレー

ショナル・データベースまたは非リレーショナル・データベースに適用します。

VSAM ファイルを Amazon MSK に移行する

次の図は、VSAM データ構造をメインフレームから Amazon MSK にハイパフォーマンスモードでスト
リーミングし、Amazon MSK と統合する JSON または AVRO スキーマ変換を自動的に生成する方法を示
しています。

図表に示す内容は以下のバッチワークフローです。

1. Connect は、CICS VR を使用するか、バックアップファイルの VSAM ファイルを比較して変更を識別
することにより、変更をファイルにキャプチャします。キャプチャされた変更はログストリームに送信
されます。

2. パブリッシャーはシステムログストリームのデータを消費します。
3. パブリッシャーは、キャプチャされたデータの変更を TCP/IP 経由でターゲットエンジンに伝達しま

す。Controller デーモンは、出典とターゲット環境間の通信を認証します。
4. parallel 処理モードで動作しているReplicator Engineは、データを作業単位のキャッシュに分割します。
5. ワーカースレッドは、キャッシュからデータをキャプチャします。
6. データはワーカースレッドから Amazon MSK トピックに公開されます。
7. ユーザーは、Amazon MSK の変更を、Amazon DynamoDB、Amazon S3、Amazon OpenSearch 

Service などのターゲットに適用します。

図表に示す内容は以下のオンラインワークフローです。

1. オンラインファイルの変更は、ログ複製を使用してキャプチャされます。キャプチャされた変更はログ
ストリームにストリーミングされます。

2. パブリッシャーはシステムログストリームのデータを消費します。
3. パブリッシャーは、キャプチャされたデータの変更を TCP/IP 経由でターゲットエンジンに伝達しま

す。Controller デーモンは、出典とターゲット環境間の通信を認証します。
4. parallel 処理モードで動作しているReplicator Engineは、データを作業単位のキャッシュに分割します。
5. ワーカースレッドは、キャッシュからデータをキャプチャします。
6. データはワーカースレッドから Amazon MSK トピックに公開されます。
7. ユーザーは、コネクタを使用して Amazon MSK からの変更を DynamoDB、Amazon S3、 OpenSearch 

またはサービスなどのターゲットに適用します。
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を AWS クラウドに移行および複製します

Tools
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) は、Apache Kafka をストリーミング

データの処理に使用するアプリケーションを構築および実行できるようにするフルマネージドサービス
です。

• Amazon Relational Database Service（Amazon RDS）は、AWS クラウドでリレーショナルデータベー
スをセットアップ、運用、スケーリングするのに役立ちます。

叙事詩
ソース環境 (メインフレーム) の準備

タスク 説明 必要なスキル

Connect CDC 4.1 をインストー
ルします。

1. Precisely Support チームに連
絡して、ライセンスとインス
トールパッケージを入手して
ください。

2. サンプル JCL を使用して 
Connect CDC 4.1 をインス
トールします。手順について
は、Precisely ドキュメントの 
Connect CDC SQData: インス
トールガイドを参照してくだ
さい。

3. SETPROG APFコマンドを実行
して、Connect ロードライブ
ラリ SQData.v4nnn.LoadLib 
を承認します。

IBM メインフレーム開発者/管理
者

zFS ディレクトリを設定しま
す。

zFS ディレクトリを設定するに
は、『Precisely』ドキュメント
の「Connect CDC SqData: イン
ストールガイド」の「zFS 変数
ディレクトリ」セクションの指
示に従ってください。

注:コントローラーデーモン
とキャプチャ/パブリッシャー
エージェントの構成は、z/OS 
UNIX Systems Services ファ
イルシステム (ZFS と呼ばれ
る) に保存されます。Controller 
Daemon、Capture、Storage、Publisher 
の各エージェントには、少数の
ファイルを保存するための事前
定義済みの zFS ディレクトリ構
造が必要です。

IBM メインフレーム開発者/管理
者

TCP/IP ポートを設定します。 TCP/IP ポートを設定するには、
『Precisely』ドキュメントの
「Connect CDC SQData: インス
トールガイド」の「TCP/IP ポー
ト」セクションに記載されてい
る指示に従ってください。

IBM メインフレーム開発者/管理
者

1346

https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/what-is-msk.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html
https://support.precisely.com/
https://support.precisely.com/
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata/4.0/en-us/pdf/V4_Installation_Guide.pdf
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata/4.0/en-us/pdf/V4_Installation_Guide.pdf
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata/4.0/en-us/pdf/V4_Installation_Guide.pdf
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata/4.0/en-us/pdf/V4_Installation_Guide.pdf
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata/4.0/en-us/pdf/V4_Installation_Guide.pdf
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata/4.0/en-us/pdf/V4_Installation_Guide.pdf
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata/4.0/en-us/pdf/V4_Installation_Guide.pdf
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata/4.0/en-us/pdf/V4_Installation_Guide.pdf


AWS 規範的ガイダンス パターン
Precisely を使用して VSAM ファイル

を AWS クラウドに移行および複製します

タスク 説明 必要なスキル
注:コントローラーデーモンに
は、ソースシステム上の TCP/
IP ポートが必要です。ポート
は、ターゲットシステム（キャ
プチャされた変更データが処理
される）上のエンジンによって
参照されます。

z/OS ログストリームを作成しま
す。

z/OS ログストリームを作成する
には、『Precisely』ドキュメン
トの「Connect CDC SQData: イ
ンストールガイド」の「z/OS」 
LogStreams セクションに記載
されている指示に従ってくださ
い。

注:Connect は、移行中にログス
トリームを使用してソース環境
とターゲット環境間でデータを
キャプチャおよびストリーミン
グします。

z/OS を作成する JCL の例につ
いては LogStream、Precisely ド
キュメントの「VSAM z/OS」を
参照してください。

IBM メインフレームデベロッ
パーツール

zFS ユーザーとスターティッド
タスクの ID を識別して承認しま
す。

RACF を使用して OMVS zFS 
ファイルシステムへのアクセス
を許可します。JCL の例につい
ては、Precisely ドキュメントの
「zFS ユーザー ID とスターテッ
ドタスク ID の識別/承認」を参照
してください。

IBM メインフレーム開発者/管理
者

z/OS 公開鍵/秘密鍵と認証鍵ファ
イルを生成します。

JCL を実行してkey pair を生成
します。例については、このパ
ターンの「追加情報」セクショ
ンの「キーペアの例」を参照し
てください。

手順については、Precisely ド
キュメントの「z/OS 公開鍵/秘密
鍵と認証鍵ファイルの生成」を
参照してください。

IBM メインフレーム開発者/管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Precisely を使用して VSAM ファイル

を AWS クラウドに移行および複製します

タスク 説明 必要なスキル

CICS VSAM ログ複製をアクティ
ブにし、ログストリームに添付
します。

次のJCL スクリプトを実行しま
す。

 //STEP1 EXEC PGM=IDCAMS 
 //SYSPRINT DD SYSOUT=* 
 //SYSIN DD * 
   ALTER SQDATA.CICS.FILEA - 
   
 LOGSTREAMID(SQDATA.VSAMCDC.LOG1) 
 - 
   LOGREPLICATE

IBM メインフレーム開発者/管理
者

FCT を使用して VSAM ファイル
リカバリログをアクティブ化し
ます。

次のパラメータ変更を反映す
るようにファイルコントロール
テーブル (FCT) を変更します。

 Configure FCT Parms 
   CEDA ALT FILE(name) 
 GROUP(groupname) 
   DSNAME(data set name) 
   RECOVERY(NONE|
BACKOUTONLY|ALL) 
   FWDRECOVLOG(NO|1–99) 
   BACKUPTYPE(STATIC|
DYNAMIC) 
   RECOVERY PARAMETERS 
   RECOVery : None | 
 Backoutonly | All 
   Fwdrecovlog : No | 1-99 
   BAckuptype : Static | 
 Dynamic

IBM メインフレーム開発者/管理
者

CzLog パブリッシャーエージェ
ント用の CD を設定します。

1. CDCzLog パブリッシャー 
CAB ファイルを作成します。

2. 公開データを暗号化します。
3. CDCzLog パブリッシャーラン

タイム JCL を準備します。

IBM メインフレーム開発者/管理
者

コントローラーデーモンを起動
します。

1. ISPF パネルを開き、次の
コマンドを実行して ISPF 
パネルを開き、次のコマ
ンドを実行します。EXEC 
'SQDATA.V4nnnnn.ISPFLIB(SQDC
$STA)' 
'SQDATA.V4nnnnn'

2. コントローラーデーモンを
セットアップするには、メ
ニューからオプション 2 を選
択します。

IBM メインフレーム開発者/管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Precisely を使用して VSAM ファイル

を AWS クラウドに移行および複製します

タスク 説明 必要なスキル

パブリッシャーを有効にしま
す。

1. ISPF パネルを開き、次の
コマンドを実行して ISPF 
パネルを開き、次のコマ
ンドを実行します。EXEC 
'SQDATA.V4nnnnn.ISPFLIB(SQDC
$STA)' 
'SQDATA.V4nnnnn'

2. パブリッシャーを設定するに
は、メニューからオプション 
3 を選択し、挿入する I を選択
します。

IBM メインフレーム開発者/管理
者

ログストリームをアクティブ化
します。

1. ISPF パネルを開き、次の
コマンドを実行して ISPF 
パネルを開き、次のコマ
ンドを実行します。EXEC 
'SQDATA.V4nnnnn.ISPFLIB(SQDC
$STA)' 
'SQDATA.V4nnnnn'

2. ログストリームを設定するに
は、メニューからオプション 
4 を選択し、挿入する I を選択
します。次に、前の手順で作
成したログストリームの名前
を入力します。

IBM メインフレーム開発者/管理
者

ターゲット環境 (AWS) の準備

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスに正確にイン
ストールします。

Amazon EC2 用の Amazon 
Linux AMI に Precisely から 
Connect をインストールするに
は、Precisely のドキュメントの
Connect CDC SQData: インス
トールガイドの指示に従ってく
ださい。

一般的な AWS

TCP/IP ポートを開きます。 インバウンドおよびアウトバウ
ンドアクセス用のコントローラ
デーモンポートを含むようにセ
キュリティグループを変更する
には、『Precisely』ドキュメン
トの「Connect CDC SQData: イ
ンストールガイド」の「TCP/
IP ポート」セクションの指示に
従ってください。

一般的な AWS

ファイルディレクトリを作成し
ます。

ファイルディレクトリを作成す
るには、『Precisely』ドキュメ
ントの「Connect CDC SQData: 
インストールガイド」の「イ
ンストールディレクトリ」セク

一般的な AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Precisely を使用して VSAM ファイル

を AWS クラウドに移行および複製します

タスク 説明 必要なスキル
ションにある指示に従ってくだ
さい。

Apply Engine 設定ファイルを作
成します。

Apply Engineの設定ファイルを
Apply Engineのワーキング・ディ
レクトリに作成します。次の例
の設定ファイルは、ターゲット
として Apache Kafka を示してい
ます。

builtin.features=SASL_SCRAM 
  security.protocol=SASL_SSL 
  sasl.mechanism=SCRAM-
SHA-512 
  sasl.username= 
  sasl.password= 
  metadata.broker.list=

注:詳細については、Apache 
Kafka ドキュメントの「セキュリ
ティ」を参照してください。

一般的な AWS

Apply Engine処理用のスクリプト
を作成します。

Apply Engineでソース・データを
処理し、ソース・データをター
ゲットに複製するためのスクリ
プトを作成します。詳細につい
ては、Precisely ドキュメントの
「スクリプト開発」を参照して
ください。

一般的な AWS

スクリプトを実行します。 SQDPARSESQDENGおよびコ
マンドを使用してスクリプト
を実行します。詳細について
は、Precisely ドキュメントの
「スクリプトの解析」を参照し
てください。

一般的な AWS

環境を検証

タスク 説明 必要なスキル

CDC 処理用の VSAM ファイルお
よびターゲットテーブルのリス
トを検証します。

1. レプリケーションログ、リカ
バリログ、FCT パラメータ、
ログストリームを含む VSAM 
ファイルを検証します。

2. 必要なスキーマ定義、テーブ
ルアクセス、その他の基準に
従ってテーブルが作成されて
いるかどうかなど、ターゲッ
トデータベーステーブルを検
証します。

一般的な AWS、メインフレーム

Connect CDC SQData 製品がリ
ンクされていることを確認しま
す。

テストジョブを実行し、この
ジョブのリターンコードが 0 (成
功) であることを確認します。

一般的な AWS、メインフレーム
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Precisely を使用して VSAM ファイル

を AWS クラウドに移行および複製します

タスク 説明 必要なスキル
注:Connect CDC SQData Apply 
Engine のステータスメッセー
ジには、アクティブな接続メッ
セージが表示されるはずです。

テストケースの実行と検証 (Batch)

タスク 説明 必要なスキル

メインフレームでバッチジョブ
を実行します。

変更された JCL を使用してバッ
チアプリケーションジョブを実
行します。修正した JCL には、
次の操作を行うステップを含め
てください。

1. データファイルのバックアッ
プを作成します。

2. バックアップファイルと変更
されたデータファイルを比較
し、デルタファイルを生成し
て、メッセージからのデルタ
レコード数を記録します。

3. デルタファイルを z/OS ログ
ストリームにプッシュしま
す。

4. JCL を実行します。JCL の例
については、Precisely ドキュ
メントの「ファイル比較キャ
プチャ JCL の準備」を参照し
てください。

一般的な AWS、メインフレーム

ログストリームを確認します。 ログストリームをチェックし
て、完了したメインフレーム
バッチジョブの変更データを確
認できることを確認します。

一般的な AWS、メインフレーム

ソースデルタ変更とターゲット
テーブルの数を検証します。

レコードが集計されていること
を確認するには、以下を実行し
ます。

1. バッチ JCL メッセージから
ソースデルタカウントを収集
します。

2. Apply Engineを監視し
て、VSAMファイルに挿入、
更新、または削除されたレ
コード数のレコードレベル数
を監視します。

3. ターゲットテーブルにレコー
ド数を問い合わせます。

4. さまざまなレコード数をすべ
て比較して集計します。

一般的な AWS、メインフレーム
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Precisely を使用して VSAM ファイル

を AWS クラウドに移行および複製します

テストケースの実行と検証 (オンライン)

タスク 説明 必要なスキル

CICS リージョンでオンライント
ランザクションを実行します。

1. オンライントランザクション
を実行してテストケースを検
証します。

2. トランザクション実行コード 
(RC=0 — 成功) を検証しま
す。

IBM メインフレームデベロッ
パーツール

ログストリームを確認します。 ログストリームに特定のレコー
ドレベルの変更が入力されてい
ることを確認します。

AWS メインフレームデベロッ
パーツール

ターゲットデータベースの数を
確認します。

Apply Engineのレコード・レベ
ル・カウントを監視します。

正確には、Linux

ターゲットデータベースのレ
コード数とデータレコードを検
証します。

ターゲットデータベースにク
エリを実行して、レコード数と
データレコードを検証します。

一般的な AWS

関連リソース
• CDC SQデータのConnect: VSAM z/OS (正確なドキュメント)
• CDC SQData のConnect: 適用エンジン (正確なドキュメント)
• CDC SQData のConnect: レプリケーターエンジン (正確なドキュメント)
• ログストリーム (IBM ドキュメント)

追加情報
設定ファイルの例

これは、ソース環境がメインフレームで、ターゲット環境が Amazon MSK であるログストリームの設定
ファイルの例です。

 
  -- JOBNAME -- PASS THE SUBSCRIBER NAME 
  -- REPORT  progress report will be produced after "n" (number) of Source records 
 processed. 
   
  JOBNAME VSMTOKFK; 
  --REPORT EVERY 100; 
  -- Change Op has been ‘I’ for insert, ‘D’ for delete , and ‘R’ for Replace. For RDS it is 
 'U' for update 
  -- Character Encoding on z/OS is Code Page 1047, on Linux and UNIX it is Code Page 819 
 and on Windows, Code Page 1252 
  OPTIONS 
  CDCOP('I', 'U', 'D'), 
  PSEUDO NULL = NO, 
  USE AVRO COMPATIBLE NAMES, 
  APPLICATION ENCODING SCHEME = 1208; 
   
  --       SOURCE DESCRIPTIONS 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS for Oracle から MySQL への移行

  BEGIN GROUP VSAM_SRC; 
  DESCRIPTION COBOL ../copybk/ACCOUNT AS account_file; 
  END GROUP; 
   
  --       TARGET DESCRIPTIONS 
   
  BEGIN GROUP VSAM_TGT; 
  DESCRIPTION COBOL ../copybk/ACCOUNT AS account_file; 
  END GROUP; 
   
  --       SOURCE DATASTORE (IP & Publisher name) 
   
  DATASTORE cdc://10.81.148.4:2626/vsmcdct/VSMTOKFK 
  OF VSAMCDC 
  AS CDCIN 
  DESCRIBED BY GROUP VSAM_SRC ACCEPT ALL; 
   
  --       TARGET DATASTORE(s) - Kafka and topic name 
   
  DATASTORE 'kafka:///MSKTutorialTopic/key' 
  OF JSON 
  AS CDCOUT 
  DESCRIBED BY GROUP VSAM_TGT FOR INSERT; 
   
  --       MAIN SECTION 
   
  PROCESS INTO 
  CDCOUT 
  SELECT 
  { 
  SETURL(CDCOUT, 'kafka:///MSKTutorialTopic/key') 
  REMAP(CDCIN, account_file, GET_RAW_RECORD(CDCIN, AFTER), GET_RAW_RECORD(CDCIN, BEFORE)) 
  REPLICATE(CDCOUT, account_file) 
  } 
  FROM CDCIN;

キーペアの例

これは、JCL を実行してkey pair を生成する方法の例です。

//SQDUTIL EXEC PGM=SQDUTIL //SQDPUBL DD DSN=&USER..NACL.PUBLIC, // 
 DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=21200), // DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA, // SPACE=(TRK,
(1,1)) //SQDPKEY DD DSN=&USER..NACL.PRIVATE, // DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=21200), // 
 DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA, // SPACE=(TRK,(1,1)) //SQDPARMS DD  keygen //SYSPRINT DD 
 SYSOUT= //SYSOUT DD SYSOUT=* //SQDLOG DD SYSOUT=* //*SQDLOG8 DD DUMMY

Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for 
MySQL への移行

作成者:ジテンダー・クマール (AWS)

R タイプ: 再構築 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
MySQL

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Oracle AWS サービス: Amazon RDS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS for Oracle から MySQL への移行

概要
このパターンは、AWS Amazon Relational Database Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion 
Tool (AWS Database Migration Service SCT) を使用して Oracle 用 Amazon RDS DB インスタンスを 
Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに移行するためのガイダンスを提供します。 

このパターンは、アプリケーション層をサポートするためのストアドプロシージャの移行とコード変更を
処理するためのベストプラクティスを対象としています。

さらに、このパターンでは、AWS ワークロード認定フレームワーク (AWS WQF) を使用して、この移行
に必要な作業量を見積もっています。AWS WQF は、この移行をワークロードカテゴリ 1 に分類します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Amazon RDS for Oracle のソースデータベース。
• Amazon RDS for MySQL のターゲットデータベース。ソースデータベースとターゲットデータベースは

同じ仮想プライベートクラウド (VPC) にあるか、複数の VPC を使用している場合は必要なアクセス権
限が必要です。

• ソースデータベースとターゲットデータベース、AWS SCT、アプリケーションサーバー、および AWS 
DMS 間の接続を可能にするセキュリティグループ。

• ソースデータベースで AWS SCT を実行するのに必要な権限を持つユーザーアカウント。
• ソースデータベースで AWS DMS を実行するための補足ロギングが有効になっています。

機能制限

• ソースとターゲットの Amazon RDS データベースのサイズ制限は 64 TB です。
• Oracle はデータベースオブジェクトの大文字と小文字を区別しませんが、MySQL は区別しませ

ん。AWS SCT はオブジェクトの作成時にこの問題を処理できますが、大文字と小文字を完全に区別し
ないようにするには、ある程度の手作業が必要です。

• この移行では、MySQL 拡張を使用して Oracle ネイティブ機能を有効にすることはありません。AWS 
SCT がほとんどの変換を処理しますが、コードを手動で変更するにはいくらかの作業が必要です。

• Java Database Connectivity (JDBC) ドライバーを変更する必要があります。

製品バージョン

• Amazon RDS for Oracle 11.2.0.4.v20
• Amazon RDS for MySQL 8.0.15
• AWS DMS バージョン 3.3.0
• AWS SCT バージョン 1.0.628

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Amazon RDS for Oracle。詳細については、AWS DMS ドキュメントの「Oracle データベースを AWS 
DMS のソースとして使用」を参照してください。 

ターゲットテクノロジースタック
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• Amazon RDS for MySQL。詳細については、AWS DMS ドキュメントの「MySQL 互換データベースを 
AWS DMS のターゲットとして使用する」を参照してください。

マイグレーションアーキテクチャ

Tools
• AWS SSchema Conversion Tool — AWS SCT は、ソースデータベーススキーマと、ビュー、ストアド

プロシージャ、関数などのデータベースコードオブジェクトの大部分を、ターゲットデータベースと互
換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行を予測可能にします。

• AWS Data Migration Service — AWS DMS は、幅広く使用されている市販のオープンソースデータベー
スとの間でデータを移行できるのオープンソースデータベースとの間でデータを移行できるのオープン
ソースデータベースを移行できるのオープンソースデータベースとの間でデータを移行できるのオー
プンソース AWS DMS は、Oracle から Oracle などの同種の移行だけでなく、Oracle や Microsoft SQL 
Server から Amazon Aurora などの異なるデータベースプラットフォーム間の異機種移行もサポートし
ています。

• AWS ワークロード認定フレームワーク — AWS WQF は、AWS SCT を使用して情報を収集し、既存の 
Oracle および Microsoft SQL Server データベースワークロードをモデル化し、それらを AWS データ
ベースに変換する手順を提供します。

エピック
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

出典およびターゲットのデータ
ベースのバージョンおよびエン
ジンを検証します。

  DBA

AWS WQF を使用して、この移
行に必要な作業量を見積もって
ください。

  DBA、システム管理者

ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます。

  DBA、 SysAdmin

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、 SysAdmin

適切なインスタンスタイプ (容
量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能) を選択します。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスセキュリティ要件を確
認する。

  DBA、 SysAdmin

アプリケーション移行戦略を選
択してください。

カットオーバー作業のために完
全なダウンタイムと部分的なダ
ウンタイムのどちらが必要かを
検討してください。

DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー
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インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

VPC とサブネットを作成しま
す。

  SysAdmin

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL) を作成します。

  SysAdmin

Amazon RDS for Oracle インス
タンスを設定して起動します。

  DBA、 SysAdmin

Amazon RDS for MySQL インス
タンスを設定して起動します。

  DBA、 SysAdmin

コード変換を検証するためのテ
ストケースを準備します。

これは、変換されたコードの単
体テストに役立ちます。

DBA、開発者

AWS DMS インスタンスを設定
します。

   

ソースとターゲットのAWS を設
定します。

   

データを移行できるの移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を使用してターゲット
データベーススクリプトを生成
します。

AWS SCT によって変換された
コードの正確性を確認してくだ
さい。多少の手作業が必要にな
ります。

DBA、開発者

AWS SCT で、「大文字と小文字
を区別しない」設定を選択しま
す。

AWS SCT で、[プロジェクト設
定]、[ターゲットの大文字と小文
字の区別]、[大文字と小文字を区
別しない] を選択します。

DBA、開発者

AWS SCT では、Oracle ネイ
ティブ関数を使用しないことを
選択してください。

プロジェクト設定
で、TO_CHAR/TO_NUMBER/
TO_DATE 関数を確認してくださ
い。

DBA、開発者

「sql%notfound」コードを変更
します。

コードを手動で変換する必要が
ある場合があります。

 

ストアドプロシージャ内のテー
ブルとオブジェクトに対するク
エリ (小文字のクエリを使用)。

  DBA、開発者

すべての変更が行われた後にプ
ライマリスクリプトを作成し、
そのプライマリスクリプトを
ターゲットデータベースにデプ
ロイします。

  DBA、開発者
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タスク 説明 必要なスキル

サンプルデータを使用してスト
アドプロシージャとアプリケー
ション呼び出しをユニットテス
トします。

   

ユニットテスト中に作成された
データをクリーンアップしま
す。

  DBA、開発者

ターゲットデータベースの外部
キー制約を削除します。

このステップは初期データを
ロードするために必要です。外
部キー制約を削除したくない場
合は、主テーブルと二次テーブ
ルに固有のデータの移行タスク
を作成する必要があります。

DBA、開発者

プライマリキーとユニークキー
をターゲットデータベースから
削除します。

このステップにより、初期ロー
ドのパフォーマンスが向上しま
す。

DBA、開発者

ソースデータベースでの補足的
なログ記録の有効化。

  DBA

AWS DMS に初期ロード用の
移行タスクを作成して実行しま
す。

既存のデータを移行するオプ
ションを選択します。

DBA

主キーと外部キーをターゲット
データベースに追加します。

制約は初回ロード後に追加する
必要があります。

DBA、開発者

継続的なレプリケーション用の
移行タスクを作成します。

継続的なレプリケーションによ
り、ターゲットデータベースが
ソースデータベースと同期しま
す。

DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

Oracle ネイティブ関数を MySQL 
ネイティブ関数に置き換えま
す。

  アプリ所有者

SQL クエリのデータベースオブ
ジェクトには、必ず小文字の名
前だけを使用してください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

ターゲットデータベースへの切り換え

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションサーバーを
シャットダウンします。

  アプリオーナー
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タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースが同期している
ことを確認します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスを停止します。

  DBA

移行タスクを停止します。 前の手順を完了すると、これは
自動的に停止します。

DBA

JDBC 接続をオラクルから 
MySQL に変更します。

  アプリケーション所有者、DBA

アプリケーションを起動しま
す。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA、 SysAdmin

移行時間、手動タスクとツール
タスクの比率、コスト削減など
に関する指標を収集します。

  DBA、 SysAdmin

AWS DMS インスタンスを停止
して削除します。

  DBA

ソースとターゲットのエンドポ
イントを削除します。

  DBA

移行タスクを削除します。   DBA

Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスのスナップショットを
作成します。

  DBA

Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスを削除します。

  DBA

使用したその他の一時的な AWS 
リソースをすべてシャットダウ
ンして削除します。

  DBA、 SysAdmin

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックをお寄せください。

  DBA

関連リソース
• AWS DMS
• AWS SCT
• AWS WQF
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• アマゾン RDS 料金表
• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon RDS の開始方法

AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上
の IBM Db2 から Aurora PostgreSQL 互換に移行しま
す
シルセンドゥ・ハルダー (AWS) とサチン・コトワル (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット ソース:IBM Db2 対象:Aurora PostgreSQL 互換

R タイプ:リアーキテクト ワークロード:IBM テクノロジー:移行; データベース

AWS サービス:Amazon 
Aurora、AWS DMS、AWS SCT

概要
このパターンは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの IBM Db2 データベース
を Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション DB インスタンスに移行するためのガイダンスを提供
します。このパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion 
Tool (AWS SCT) を使用するとデータ移行とスキーマ変換を行います。

このパターンは、トランザクション数が多い数テラバイトのIBM Db2データベースに対して、ダウンタ
イムがほとんどまたはまったくないオンライン移行戦略を対象としています。パフォーマンスを向上さ
せるには、データ型の主キー (PK) と外部キー (FK)NUMERIC の列を PostgreSQLBIGINT に、INTまたは 
PostgreSQL に変換することをお勧めします。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント 
• EC2 インスタンス上のソース IBM Db2 データベース

製品バージョン

• DB2/LINUXX8664 バージョン 11.1.4.4 およびそれ以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• EC2 インスタンスの Db2 データベース   

ターゲットテクノロジースタック

• Aurora PostgreSQL と互換性のあるバージョン 10.18 以降の DB インスタンス
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データベース移行アーキテクチャ

Tools
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用するとデータベースを AWS クラウドに、または

クラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行できます。移行中もソース
データベースは完全に機能し続けるため、データベースに依存するアプリケーションのダウンタイムを
最小限に抑えることができます。AWS DMS を使用すると最も広く使用されている市販のオープンソー
スデータベースとの間でデータを移行できます。AWS DMS は、IBM Db2 から Aurora PostgreSQL 互換
バージョン 10.18 以降への移行など、さまざまなデータベースプラットフォーム間の異機種間の移行を
サポートしています。詳細については、AWS DMS ドキュメントの「データ移行のソース」と「データ
移行のターゲット」を参照してください。

• AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと、ビュー、ストアド
プロシージャ、関数などのデータベースコードオブジェクトの大部分を、ターゲットデータベースと
互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行をサポートします。自動的に
変換されないオブジェクトには明確なマークが付けられているため、手動で変換して移行を完了できま
す。AWS SCT は、アプリケーションのソースコードをスキャンして埋め込み SQL ステートメントを探
し、変換することもできます。 

叙事詩
環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Aurora PostgreSQL 互換の DB イ
ンスタンスを作成します。

DB インスタンスを作成するに
は、AWS ドキュメントの手順に
従ってください。エンジンタイ
プには Amazon Aurora を選択し
てください。[エディション] で、
[Amazon Aurora PostgreSQL 互
換エディション] を選択します。

Aurora PostgreSQL 互換バー
ジョン 10.18 以降の DB インス
タンスは、ソース IBM Db2 デー
タベースと同じ仮想プライベー
トクラウド (VPC) 内に存在する
必要があります。

Amazon RDS

データベーススキーマの変換

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT をインストールして確
認します。

1. AWS SCT ドキュメントの手
順に従って AWS SCT をイン
ストールします。

2. AWS SCT ドキュメントの手
順に従ってインストールを確
認します。

AWS 管理者、DBA、移行エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を起動し、プロジェク
トを作成します。

AWS SCT ツールを起動し、デー
タベース移行評価レポートを実
行する新しいプロジェクトを作
成するには、AWS SCT ドキュメ
ントの指示に従ってください。

マイグレーションエンジニア

データベースサーバーを追加
し、マッピングルールを作成し
ます。

1. AWS SCT ドキュメントの指
示に従って、ソースデータ
ベースサーバーとターゲット
データベースサーバーを追加
します。

2. ソースデータベースのター
ゲットデータベースプラッ
トフォームを定義するマッピ
ングルールを作成します。手
順については、AWS SCT ド
キュメントを参照してくださ
い。

マイグレーションエンジニア

データベース移行評価レポート
を作成する。

AWS SCT ドキュメントの手順に
従って、データベース移行評価
レポートを作成します。

マイグレーションエンジニア

評価レポートを表示します。 データベース移行評価レポート
の [概要] タブを使用して、レ
ポートを表示し、データを分
析します。この分析は、移行の
複雑さを判断するのに役立ちま
す。詳細については、AWS SCT 
ドキュメントを参照してくださ
い。

マイグレーションエンジニア

スキーマを変換します。 ソースデータベーススキーマを
変換するには:

1. AWS SCT コンソールで、[表
示] を選択し、次に [メイン
ビュー] を選択します。

2. ソーススキーマからオブジェ
クトまたは親ノードを選択
し、コンテキスト (右クリッ
ク) メニューを開いてから、
[Convert schema] を選択しま
す。

詳細については、AWS SCT ド
キュメントを参照してくださ
い。

マイグレーションエンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

変換されたデータベーススキー
マをターゲット DB インスタンス
に適用します。

1. ターゲット DB インスタンス
に計画したスキーマを表示す
るスキーマ要素を、プロジェ
クトの右パネルで選択しま
す。 

2. スキーマ要素のコンテキス
ト (右クリック) メニューを開
き、[Apply to database] (デー
タベースに適用) を選択しま
す。

詳細については、AWS SCT ド
キュメントを参照してくださ
い。

マイグレーションエンジニア

データを移行する

タスク 説明 必要なスキル

VPC と DB パラメータグループ
をセットアップします。

VPC と DB のパラメータグルー
プを設定し、移行に必要なイ
ンバウンドルールとパラメー
タを設定します。手順について
は、AWS DMS ドキュメントを
参照してください。

VPC セキュリティグループに
は、Db2 用の EC2 インスタンス
と Aurora PostgreSQL 互換の DB 
インスタンスの両方を選択しま
す。このレプリケーションイン
スタンスは、ソース DB インスタ
ンスと移行先の DB インスタンス
と同じ VPC 内に存在する必要が
あります。

マイグレーションエンジニア

ソースとターゲット DB インスタ
ンスを準備します。

移行するソースとターゲット 
DB インスタンスを準備します。
実稼働環境では、ソースデータ
ベースは既に存在します。

ソースデータベースの場合、
サーバー名は Db2 が実行されて
いる EC2 インスタンスのパブ
リックドメインネームシステム 
(DNS) でなければなりません。
ユーザー名には、db2inst1その
後にポートを指定できます。IBM 
Db2 の場合は 5000 になります。

マイグレーションエンジニア

Amazon EC2 クライアントとエ
ンドポイントを作成します。

1. Amazon EC2 クライアント
を作成します。このクライア
ントを使用して、レプリケー

マイグレーションエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
IBM Db2 から Aurora PostgreSQL 互換への移行

タスク 説明 必要なスキル
トするデータをソースデー
タベースに入力します。ま
た、このクライアントを使用
して、ターゲットデータベー
スでクエリを実行してレプリ
ケーションを検証します。

2. 次のステップで使用するソー
スデータベースとターゲッ
ト DB インスタンスのエンド
ポイントを作成します。手順
については、AWS DMS ド
キュメントを参照してくだ
さい。ソースデータベース
とターゲットデータベースに
別々のエンドポイントを作成
する必要があります。Aurora 
PostgreSQL 互換バージョン 
10.18 以降の場合、ポートは 
5432 で、サーバー名は DB イ
ンスタンスのエンドポイント
から取得できます。

レプリケーションインスタンス
を作成します。

AWS DMS コンソールを使用
してレプリケーションインスタ
ンスを作成し、ソースエンドポ
イントとターゲットエンドポイ
ントを指定します。レプリケー
ションインスタンスは、エンド
ポイント間のデータ移行を実行
します。詳細については、AWS 
DMS のドキュメントを参照して
ください。

マイグレーションエンジニア

AWS DMS タスクを作成して
データを移行します。

AWS DMS ドキュメントの手順
に従って、ソース IBM Db2 テー
ブルを対象の PostgreSQL DB イ
ンスタンスにロードするタスク
を作成します。

• ソースとターゲットには、
ソースとターゲットのエンド
ポイント名を使用します。

• 移行タイプはフルロードでも
かまいません。

• スキーマ・ルールに
は、Db2inst1 データベース
のスキーマを使用できます。

• テーブル名には、%すべての
テーブルを移行するように指
定します。ロードが完了する
と、Aurora PostgreSQLinst1
互換データベースにスキーマ
の Db2 テーブルが表示されま
す。

マイグレーションエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Quest を使用して Oracle 8i/9i から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する SharePlex

関連リソース
リファレンス:

• Amazon Aurora ドキュメント
• PostgreSQL の外部データラッパー (FDW) ドキュメンテーション 
• PostgreSQL 外部スキーマのインポートに関するドキュメント 
• AWS DMS のドキュメント  
• AWS SCT のドキュメント 

チュートリアルとビデオ

• AWS DMS 入門 (チュートリアル)
• Amazon EC2 のご紹介-Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング (ビデオ)

AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 9i 
から Amazon RDS for PostgreSQL S に移行する

作成者:クマール・バブ P G (AWS)

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
PostgreSQL /Amazon Aurora 
PostgreSQL

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon RDS; 
Amazon Aurora

概要
このパターンでは、オンプレミスの Oracle 8i または 9i データベースを Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) for PostgreSQL に移行する方法を説明しています。AWS Database Migration 
Service (AWS DMS) は Oracle 8i または 9i をソースとしてサポートしていないため、Quest はオンプレミ
スの 8i または 9i データベースから、AWS DMS と互換性のある中間 Oracle データベース (Oracle 10g ま
たは 11g) SharePlex にデータを複製します。

中間の Oracle インスタンスから、スキーマとデータは AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と 
AWS DMS を使用して AWS 上の PostgreSQL データベースに移行されます。この方法により、レプリ
ケーションラグを最小限に抑えながら、ソース Oracle データベースからターゲット PostgreSQL DB イ
ンスタンスにデータを継続的にストリーミングできます。この実装では、ダウンタイムは、ターゲットの
PostgreSQLデータベース上のすべての外部キー、トリガー、およびシーケンスを作成または検証するのに
かかる時間に限定されます。

移行では、ソースの Oracle データベースからの変更をホストする、Oracle 10g または 11g がインストー
ルされた Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを使用します。AWS DMS は、この
中間 Oracle インスタンスをソースとして使用して、データを Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora 
PostgreSQL にストリーミングします。オンプレミスの Oracle データベースから中間 Oracle インスタン
スへのデータ複製を一時停止および再開できます。中間 Oracle インスタンスからターゲット PostgreSQL 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Quest を使用して Oracle 8i/9i から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する SharePlex

データベースに一時停止および再開することもできるため、AWS DMS データ検証またはカスタムデータ
検証ツールを使用してデータを検証できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターにあるソースの Oracle 8i または 9i データベース 
• オンプレミスデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect を設定する
• ローカルマシンまたは AWS SCT がインストールされている EC2 インスタンスにインストールされてい

る AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバー
• Oracle データベースを AWS DMS ソースとして使用することについての知識
• AWS DMS ターゲットとして PostgreSQL データベースを使用すること
• Quest SharePlex データレプリケーションに関する知識

機能制限

• データベースのサイズ制限は 64 TB です。
• オンプレミスの Oracle データベースはエンタープライズエディションである必要があります

製品バージョン

• ソースデータベース用の Oracle 8i または 9i
• 中間データベース用のオラクル 10g または 11g
• PostgreSQL 9.6 以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オラクル 8i または 9i データベース 
• クエスト SharePlex 

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS DMS — AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データベースを迅速かつ安全に移行す

るのに役立ちます。移行中もソースデータベースは完全に機能し続けるため、データベースに依存する
アプリケーションのダウンタイムを最小限に抑えることができます。AWS DMS では、最も広く使用さ
れている市販のオープンソースデータベース間で、データを移行できます。 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Quest を使用して Oracle 8i/9i から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する SharePlex

• AWS SCT — AWS Schema Convertion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと、ビュー、
ストアドプロシージャ、関数などのデータベースコードオブジェクトの大部分を、ターゲットデータ
ベース。自動的に変換できないオブジェクトには明確なマークが付けられているため、手動で変換し
て移行を完了できます。AWS SCT は、データベーススキーマ変換プロジェクトの一環として、アプリ
ケーションのソースコードをスキャンして埋め込み SQL ステートメントを変換することもできます。こ
のプロセスの間、AWS SCT は従来の Oracle 関数と SQL Server 関数を AWS の同等機能に変換してク
ラウドネイティブなコード最適化を実行し、データベースを移行しながらアプリケーションを最新化で
きるようにします。スキーマの変換が完了すると、AWS SCT は組み込みのデータ移行エージェントを
使用して、さまざまなデータウェアハウスから Amazon Redshift にデータを移行するのに役立ちます。

• Quest SharePlex —  SharePlexQuestは、ダウンタイムを最小限に抑え、データ損失なしでデータを移
動するための、Oracle間のデータレプリケーションツールです。

エピック
EC2 インスタンスを作成して Oracle をインストールします

タスク 説明 必要なスキル

ネットワークを Amazon EC2 に
設定します。

仮想プライベートクラウド 
(VPC)、サブネット、インター
ネットゲートウェイ、ルート
テーブル、セキュリティグルー
プを作成します。

AWS SysAdmin

新しい EC2 インスタンスを作成
します。

EC2 インスタンスの Amazon マ
シンイメージ (AMI) を選択しま
す。インスタンスサイズを選択
し、インスタンスの詳細 (イン
スタンス数 (1)、前のステップの 
VPC とサブネット、パブリック 
IP の自動割り当て、その他のオ
プションなど) を設定します。
ストレージを追加し、セキュリ
ティグループを設定し、インス
タンスを起動します。メッセー
ジが表示されたら、次のステッ
プのためにkey pair を作成して保
存します。

AWS SysAdmin

EC2 インスタンスに Oracle をイ
ンストールします。

ライセンスと必要な Oracle バイ
ナリを取得し、EC2 インスタン
スに Oracle 10g または 11g をイ
ンストールします。

DBA

EC2 SharePlex インスタンスでセットアップし、データ複製を設定する

タスク 説明 必要なスキル

セットアップ SharePlex。 Amazon EC2 インスタンスを
作成して、Oracle 8i または 9i 
SharePlex と互換性のあるバイナ
リをインストールします。

AWS SysAdmin、DBA

データ複製を設定します。 SharePlex ベストプラクティスに
従って、オンプレミスの Oracle 

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Quest を使用して Oracle 8i/9i から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する SharePlex

タスク 説明 必要なスキル
8i/9i データベースから Oracle 
10g/11g インスタンスへのデー
タレプリケーションを設定しま
す。

Oracle データベーススキーマを PostgreSQL に変換します

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を設定します。 新しいレポートを作成し、ソー
スとして Oracle に、ターゲット
として PostgreSQL に接続しま
す。プロジェクト設定で、[SQL 
スクリプト] タブを開き、ター
ゲット SQL スクリプトを [複数
ファイル] に変更します。

DBA

Oracle データベーススキーマを
変換します。

「アクション」タブで、「レ
ポートを生成」、「スキーマの
変換」、「SQL として保存」の
順に選択します。

DBA

AWS SCT によって生成された 
SQL スクリプトを変更します。

  DBA

Amazon RDS DB DB DB インスタンスの作成と設定

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS DB DB DB インス
タンスを作成します。

Amazon RDS コンソールで、新
しい PostgreSQL DB インスタン
スを作成します。

AWS SysAdmin、DBA

DB インスタンスを設定します。 DB エンジンのバージョン、DB 
インスタンスクラス、マルチ AZ 
配置、ストレージタイプ、およ
び割り当てられたストレージを
指定します。DB インスタンス
識別子、マスターユーザー名、
マスターパスワードを入力しま
す。

AWS SysAdmin、DBA

ネットワークとセキュリティを
設定する。

VPC、サブネットグループ、
パブリックアクセシビリティ、
アベイラビリティーゾーンの優
先順位、およびセキュリティグ
ループを指定します。

AWS SysAdmin、DBA

データベースオプションを設定
します。

データベース名、ポート、パラ
メータグループ、暗号化、およ
びマスターキーを指定します。

AWS SysAdmin、DBA

バックアップを設定します。 バックアップ保持期間、バック
アップ期間、開始時間、期間、

AWS SysAdmin、DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Quest を使用して Oracle 8i/9i から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する SharePlex

タスク 説明 必要なスキル
およびタグをスナップショット
にコピーするかどうかを指定し
ます。

監視オプションを設定します。 拡張モニタリングとパフォーマ
ンスインサイトを有効または無
効にします。

AWS SysAdmin、DBA

メンテナンスオプションを設定
します。

マイナーバージョンのauto アッ
プグレード、メンテナンス期
間、開始日、時刻、および期間
を指定します。

AWS SysAdmin、DBA

AWS SCT から移行前のスクリプ
トを実行します。

Amazon RDS インスタンス
で、create_database.sql、create_sequence.sql、create_table.sql、create_view.sql、create_function.sql 
というスクリプトを実行しま
す。

AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS にレプリケーション
インスタンスを作成します。

名前、インスタンスクラ
ス、VPC (EC2 インスタンスと同
じ)、マルチ AZ、パブリックア
クセシビリティのフィールドを
入力します。詳細設定セクショ
ンで、割り当てられたストレー
ジ、サブネットグループ、アベ
イラビリティーゾーン、VPC 
セキュリティグループ、および 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) ルートキーを指定し
ます。

AWS SysAdmin、DBA

ソースデータベースエンドポイ
ントを作成します。

エンドポイント名、タイプ、
ソースエンジン (Oracle)、サー
バー名 (Amazon EC2 プライ
ベート DNS 名)、ポート、SSL 
モード、ユーザー名、パスワー
ド、SID、VPC (レプリケーショ
ンインスタンスを持つ VPC を
指定)、およびレプリケーショ
ンインスタンスを指定します。
接続をテストするには、[Run 
Test] (テストの実行) を選択し、
エンドポイントを作成します。
次のアドバンスト設定を編集す
ることもできます。 maxFileSize 
numberDataTypeとスケール。

AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS レプリケーションタ
スクを作成します。

タスク名、レプリケーションイ
ンスタンス、ソースとターゲッ
トのエンドポイント、レプリ
ケーションインスタンスを指定

AWS SysAdmin、DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Quest を使用して Oracle 8i/9i から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する SharePlex

タスク 説明 必要なスキル
します。移行タイプとして、[既
存のデータを移行する] を選択し
ます。[作成時にタスクを開始] 
チェックボックスをオフにしま
す。

AWS DMS レプリケーションタ
スクの設定を行います。

ターゲットテーブル準備モード
では、「何もしない」を選択
します。フルロードが完了した
ら、タスクを停止して主キーを
作成します。制限付き LOB モー
ドまたはフル LOB モードを指定
し、制御テーブルを有効にしま
す。オプションで、 CommitRate 
詳細設定を構成できます。

DBA

テーブルマッピングを設定しま
す。

テーブルマッピングセクション
で、移行に含まれるすべての
スキーマのすべてのテーブルを
対象とするインクルードルール
を作成してから、除外ルールを
作成します。スキーマ、テーブ
ル、列の名前を小文字に変換す
る 3 つの変換ルールを追加し、
この特定の移行に必要なその他
のルールを追加します。

DBA

タスクを開始します。 レプリケーションタスクを開始
します。全ロードが実行され
ていることを確認します。プラ
イマリ Oracle データベースで 
ALTER SYSTEM SWITCH ログ
ファイルを実行してタスクを開
始します。

DBA

AWS SCT から移行中のスクリプ
トを実行します。

Amazon RDS for PostgreSQL 
では、create_index.sql と 
create_constraint.sql というスク
リプトを実行します。

DBA

変更データキャプチャ (CDC) を
継続するには、タスクを再起動
します。

Amazon RDS for PostgreSQL 
DB インスタンスで、バキューム
を実行し、AWS DMS タスクを
再起動して、キャッシュされた 
CDC の変更を適用します。

DBA

PostgreSQL データベースにカットオーバーする

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS ログとメタデータ
テーブルを確認してください。

エラーを検証し、必要に応じて
修正します。

DBA

Oracle の依存関係をすべて停止
します。

Oracle データベースのリスナー
を停止し、ALTER SYSTEM 

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
SWITCH ログファイルを実行し
ます。アクティビティが表示さ
れない場合、AWS DMS タスク
を停止します。

AWS SCT から移行後のスクリプ
トを実行します。

Amazon RDS for PostgreSQL で
は、create_foreign_key_constraint.sql 
と create_triggers.sql というスク
リプトを実行します。

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL の
その他のステップをすべて実行
します。

必要に応じてOracleに合わせて
シーケンスをインクリメント
し、VACUUMとANALYZEを実行
して、コンプライアンスのため
のスナップショットを作成しま
す。

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL へ
の接続を開きます。

Amazon RDS for PostgreSQL か
ら AWS DMS セキュリティグ
ループを削除し、プロダクショ
ンセキュリティグループを追加
して、アプリケーションを新し
いデータベースに向けます。

DBA

AWS DMS リソースをクリーン
アップします。

エンドポイント、レプリケー
ションタスク、レプリケーショ
ンインスタンス、および EC2 イ
ンスタンスを削除します。

SysAdmin、DBA

関連リソース
• AWS DMS のドキュメント
• AWS SCT のドキュメント
• Amazon RDS for PostgreSQL の料金表
• AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する
• AWS DMS のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する 
• SharePlex クエストドキュメンテーション

マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して 
Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL 
に移行する

クマール・バブ・P・G（AWS）とプラグネシュ・パテル（AWS）によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:オラクル 8i または 9i 対象:Amazon RDS for 
PostgreSQL または Aurora 
PostgreSQL-Compatible 
PostgreSQL-Compatible
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AWS 規範的ガイダンス パターン
マテリアライズドビューを使用して Oracle 8i/9i 
から Amazon RDS for PostgreSQL に移行する

R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:オラクル テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:アマゾン 
RDS、Amazon Aurora

概要
このパターンでは、オンプレミスの Oracle 8iまたは9iデータベースを PostgreSQL または Amazon Aurora 
PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL または Amazon 
Aurora PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible 
Edition の Oracle Relase 

AWS Database Migration Service (AWS DMS) は Oracle 8i または 9i をソースとしてサポートしていない
ため、このパターンでは、Oracle 10g や 11g などの AWS DMS と互換性のある中間 Oracle データベース
インスタンスを使用します。また、マテリアライズド・ビュー機能を使用して、ソース Oracle 8i/9i インス
タンスから中間 Oracle 10g/11g インスタンスにデータを移行します。

AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) はデータベーススキーマを変換し、AWS DMS はデータをター
ゲット PostgreSQL データベースに移行します。 

このパターンは、データベースのダウンタイムを最小限に抑えてレガシー Oracle データベースから移行し
たいユーザーに役立ちます。この実装では、ダウンタイムは、ターゲットデータベース上のすべての外部
キー、トリガー、およびシーケンスを作成または検証するのにかかる時間に限定されます。 

このパターンでは、Amazon Elastic Compute Cloud の Oracle データベースがインストールされた 
Amazon Elastic Compute Cloud の Amazon Elastic Compute Cloud データベースがインストールされた 
Amazon Elastic Compute Cloud データベースがインストールAWS Amazon Elastic Compute Cloud のイ
ンスタンスを使用して オンプレミスの Oracle データベースから中間 Oracle インスタンスへのストリー
ミングレプリケーションを一時的に停止して、AWS DMS がデータ検証にcatch ことができるようにした
り、別のデータ検証ツールを使用したりすることができます。AWS DMS が現在の変更の移行を完了する
と、PostgreSQL DB インスタンスと中間 Oracle データベースのデータは同じになります。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターにあるソース Oracle 8i または 9i データベース 
• オンプレミスデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect を設定した
• ローカルマシンまたは AWS SCT がインストールされている EC2 インスタンスにインストールされてい

る AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバー
• Oracle データベースを AWS DMS ソースとして使用することに精通していること
• AWS DMS のターゲットとして PostgreSQL データベースを AWS DMS のターゲットとして使用できる

こと

機能制限

• データベースのサイズ制限は 64 TB です

製品バージョン

• ソースデータベース用の Oracle 8i または 9i
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マテリアライズドビューを使用して Oracle 8i/9i 
から Amazon RDS for PostgreSQL に移行する

• 中間データベースの場合は Oracle 10g または 11g
• PostgreSQL 10.17 またはそれ以降

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オラクル 8i または 9i データベース 

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL-Compatible PostgreSQL または Aurora 
Postgre

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS DMS は、データベースを迅速かつ安全に移行するのに役立ちます。ソースデータベースは移行中

も完全に動作し続けるため、データベースに依存するアプリケーションのダウンタイムを最小限に抑え
ることができます。AWS DMS は、最も広く使用されている市販のオープンソースデータベース間で、
データを移行できます。

• AWS SCT は、ソースデータベーススキーマと、ビュー、ストアドプロシージャ、関数などのデータ
ベースコードオブジェクトの大部分を、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換し
ます。自動的に変換できないオブジェクトには、手動で変換して移行を完了できるように、わかりやす
いマークが付けられています。AWS SCT では、アプリケーションのソースコードをスキャンして埋め
込み SQL ステートメントを探し、データベーススキーマ変換プロジェクトの一部として変換すること
もできます。このプロセス中、AWS SCT は Oracle と SQL Server のレガシー関数を AWS の同等機能
に変換することでクラウドネイティブなコード最適化を行い、データベースを移行しながらアプリケー
ションを最新化できるようにします。スキーマの変換が完了すると、AWS SCT は組み込みのデータ移
行エージェントを使用して、さまざまなデータウェアハウスから Amazon Redshift へのデータ移行を支
援します。 

ベストプラクティス
マテリアライズドビューを更新するためのベストプラクティスについては、次の Oracle ドキュメントを参
照してください。

• マテリアライズドビューのリフレッシュ
• マテリアライズドビューの高速更新

叙事詩
EC2 インスタンスに Oracle をインストールし、マテリアライズドビューを作成する

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスのネットワー
クを設定する。

仮想プライベートクラウド 
(VPC)、サブネット、インター

AWS SysAdmin
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タスク 説明 必要なスキル
ネットゲートウェイ、ルート
テーブル、およびセキュリティ
グループを作成します。

EC2 インスタンスを作成しま
す。

EC2 インスタンスの Amazon マ
シンイメージ (AMI) を選択しま
す。インスタンスサイズを選択
し、インスタンスの詳細 (イン
スタンス数 (1)、前のステップ
の VPC とサブネット、パブリッ
ク IP の自動割り当て、その他の
オプションを設定します。スト
レージを追加し、セキュリティ
グループを設定し、インスタン
スを起動します。メッセージが
表示されたら、次のステップに
備key pair を作成して保存しま
す。

AWS SysAdmin

EC2 インスタンスに Oracle をイ
ンストールします。

ライセンスと必要な Oracle バイ
ナリを取得し、EC2 インスタン
スに Oracle 10g または 11g をイ
ンストールします。

DBA

Oracle ネットワークを設定しま
す。

listener.oraエントリを変更
または追加してオンプレミスの
ソース Oracle 8i/9i データベース
に接続し、データベースリンク
を作成します。

DBA

マテリアライズドビューの作成 ソースのOracle 8i/9iデータベー
スで複製するデータベース・
オブジェクトを特定し、データ
ベース・リンクを使用してすべ
てのオブジェクトのマテリアラ
イズド・ビューを作成します。

DBA

スクリプトをデプロイして、
必要な間隔でマテリアライズド
ビューを更新します。

Amazon EC2 Oracle 10g/11g イ
ンスタンスでマテリアライズ
ドビューを必要な間隔で更新す
るスクリプトを開発してデプロ
イします。インクリメンタル・
リフレッシュ・オプションを
使用して、マテリアライズド・
ビューをリフレッシュします。

DBA

Oracle データベーススキーマを PostgreSQL に変換

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT をセットアップしま
す。

新しいレポートを作成し、ソー
スとして Oracle に、ターゲッ
トとして PostgreSQL に接続し
ます。プロジェクト設定で、
「SQL スクリプト」タブを開

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
きます。ターゲット SQL スク
リプトを複数ファイルに変更
します。(AWS SCT は Oracle 
8i/9i データベースをサポートし
ていないため、中間の Oracle 
10g/11g インスタンスにスキーマ
のみのダンプを復元し、それを 
AWS SCT のソースとして使用す
る必要があります。)

Oracle データベーススキーマを
変換します。

「アクション」タブで、「レ
ポートを生成」、「スキーマの
変換」、「SQL として保存」を
選択します。

DBA

SQL スクリプトを変更します。 ベストプラクティスに基づいて
変更を行います。たとえば、
適切なデータ型に切り替え
て、Oracle 固有の関数に対応す
る PostgreSQL を開発してくだ
さい。

DBA、DevDBA

変換されたデータベースをホストするように Amazon RDS の DB インスタンスを作成して設定す
る

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS の DB インスタン
スを作成します。

Amazon RDS コンソールで、新
しい PostgreSQL DB インスタン
スを作成します。

AWS SysAdmin、DBA

DB インスタンスを設定します。 DB エンジンバージョン、DB イ
ンスタンスクラス、マルチ AZ 配
置、ストレージタイプ、および
割り当てられたストレージを指
定します。DB インスタンス識別
子、マスターユーザー名、マス
ターパスワードを入力します。

AWS SysAdmin、DBA

ネットワークとセキュリティを
設定する。

VPC、サブネットグループ、
パブリックアクセシビリティ、
アベイラビリティーゾーンプ
リファレンス、およびセキュリ
ティグループを指定します。

データベース管理者、 SysAdmin

データベースオプションを設定
する。

データベース名、ポート、パラ
メータグループ、暗号化、およ
びマスターキーを指定します。

経営者、AWS SysAdmin

バックアップを設定します。 バックアップ保持期間、バック
アップウィンドウ、開始時間、
期間、およびタグをスナップ
ショットにコピーするかどうか
を指定します。

AWS SysAdmin、DBA
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タスク 説明 必要なスキル

監視オプションを設定します。 拡張モニタリングとパフォーマ
ンス分析を有効または無効にし
ます。

AWS SysAdmin、DBA

メンテナンスオプションを設定
します。

マイナーバージョンのauto アッ
プグレード、メンテナンスウィ
ンドウ、開始日、時間、および
期間を指定します。

AWS SysAdmin、DBA

AWS SCT から移行前のスクリプ
トを実行します。

ターゲット Amazon RDS for 
PostgreSQL インスタンス
で、AWS SCT の SQL スクリプ
トを使用して他の変更を加えて
データベーススキーマを作成し
ます。これらには、ユーザー作
成、データベース作成、スキー
マの作成、テーブル、ビュー、
関数、その他のコードオブジェ
クトを含む複数のスクリプト
の実行が含まれる場合がありま
す。

AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS にレプリケーション
インスタンスを作成します。

名前、インスタンスクラ
ス、VPC (EC2 インスタンス
と同じ)、マルチ AZ、および
パブリックアクセシビリティ
のフィールドを入力します。
詳細設定セクションで、割り
当てられたストレージ、サブ
ネットグループ、アベイラビ
リティーゾーン、VPC セキュ
リティグループ、および AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) キーを指定します。

AWS SysAdmin、DBA

ソースデータベースエンドポイ
ントを作成します。

エンドポイント名、タイプ、
ソースエンジン (Oracle)、サー
バー名 (EC2 インスタンスの
プライベート DNS 名)、ポー
ト、SSL モード、ユーザー名、
パスワード、SID、VPC (レプ
リケーションインスタンスを
持つ VPC を指定)、およびレプ
リケーションインスタンスを指
定します。接続をテストするに
は、[Run Test] を選択し、エンド
ポイントを作成します。次の詳
細設定を構成することもできま
す:maxFileSizenumberDataTypeと
スケール。

AWS SysAdmin、DBA

1375



AWS 規範的ガイダンス パターン
マテリアライズドビューを使用して Oracle 8i/9i 
から Amazon RDS for PostgreSQL に移行する

タスク 説明 必要なスキル

Connect DMAmazon RDS for 
PostgreSQL

PostgreSQL データベースが別の 
VPC にある場合は、VPC 間の接
続用の移行セキュリティグルー
プを作成します。

AWS SysAdmin、DBA

ターゲットデータベースエンド
ポイントを作成します。

エンドポイント名、タイプ、
ソースエンジン (PostgreSQL)、
サーバー名 (Amazon RDS エ
ンドポイント)、ポート、SSL 
モード、ユーザー名、パスワー
ド、データベース名、VPC (レ
プリケーションインスタンスを
持つ VPC を指定)、およびレプ
リケーションインスタンスを指
定します。接続をテストするに
は、[Run Test] を選択し、エンド
ポイントを作成します。次の詳
細設定を構成することもできま
す:maxFileSizenumberDataTypeと
スケール。

AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS レプリケーションタ
スクを作成します。

タスク名、レプリケーションイ
ンスタンス、ソースとターゲッ
トのエンドポイント、レプリ
ケーションインスタンスを指定
します。[移行タイプ] で [既存の
データを移行する] を選択しま
す。「作成時にタスクを開始」
チェックボックスをオフにしま
す。

AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS レプリケーションタ
スクの設定を行います。

ターゲットテーブル準備モード
の場合は、「何もしない」を選
択します。フルロードが完了し
たらタスクを停止します (主キー
を作成するため)。制限付きまた
は完全な LOB モードを指定し、
制御テーブルを有効にします。
オプションで、CommitRate詳細
設定を構成できます。

DBA

テーブルマッピングを設定しま
す。

「テーブルマッピング」セク
ションで、移行に含まれるすべ
てのスキーマのすべてのテーブ
ルに対してインクルードルール
を作成し、次に除外ルールを作
成します。3 つの変換ルールを追
加して、スキーマ、テーブル、
および列名を小文字に変換し、
この特定の移行に必要なその他
のルールを追加します。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

タスクを開始します。 レプリケーションタスクを開始
します。全ロードが実行され
ていることを確認します。プラ
イマリ OracleALTER SYSTEM 
SWITCH LOGFILE データベー
スで実行してタスクを開始しま
す。

DBA

AWS SCT から移行途中のスクリ
プトを実行します。

Amazon RDS for PostgreSQL 
で、次のスクリプトを実行し
ます。create_index.sqlま
たcreate_constraint.sql
(完全なスキーマが最初に作成さ
れていない場合)。

DBA

タスクを再開して、変更データ
キャプチャ (CDC) を続行しま
す。

Amazon RDS for PostgreSQL 
DBVACUUM インスタンスで実行
し、AWS DMS タスクを再起動
して、キャッシュされた CDC の
変更を適用します。

DBA

PostgreSQL データベースに切り替える

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS のログと検証テーブ
ルを確認してください。

複製エラーまたは検証エラーを
確認して修正します。

DBA

オンプレミスの Oracle データ
ベースとその依存関係の使用を
停止します。

Oracle の依存関係をすべて停
止し、OracleALTER SYSTEM 
SWITCH LOGFILE データベース
のリスナーをシャットダウンし
て実行します。アクティビティ
が表示されない場合、AWS DMS 
タスクを停止します。

DBA

AWS SCT から移行後のスクリプ
トを実行します。

Amazon RDS for PostgreSQL で
は、次のスクリプトを実行しま
すcreate_foreign_key_constraint.sql 
and create_triggers.sql。
シーケンスが最新であることを
確認します。

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL の
その他のステップを実行してく
ださい。

必要に応じて OracleVACUUM に
合わせてシーケンスをインクリ
メントし、を実行しANALYZE、
コンプライアンスのためにス
ナップショットを撮ります。

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL へ
の接続を開きます。

Amazon RDS for PostgreSQL か
ら AWS DMS セキュリティグ
ループを削除し、プロダクショ
ンセキュリティグループを追加

DBA
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Amazon EC2 上の Oracle から 

Amazon RDS for MySQL への移行

タスク 説明 必要なスキル
して、アプリケーションを新し
いデータベースに誘導します。

AWS DMS オブジェクトをク
リーンアップします。

エンドポイント、レプリケー
ションタスク、レプリケーショ
ンインスタンス、および EC2 イ
ンスタンスを削除します。

SysAdmin、データベース管理者

関連リソース
• AWS DMS のドキュメント
• AWS SCT のドキュメント
• Amazon RDS for PostgreSQL 料金表
• Oracle データベースを AWS DMS のソースとして Oracle データベースをのソースとして Oracle データ

ベースを使用する
• AWS DMS のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する

AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上
の Oracle から MySQL 用の Amazon RDS に移行しま
す。
アニル・クナパレディ (AWS) によって作成されました

R タイプ: 再構築 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
MySQL

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Oracle AWS サービス: Amazon RDS

概要
Oracle データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで Oracle データベー
スを管理するには、リソースが必要であり、コストもかかる場合があります。これらのデータベースを 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for MySQL DB インスタンスの Database Service 
(Amazon RDS) データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for MySQL DB イン
スタンスの Database Service (Amazon RDS) Amazon RDS for MySQL には、マルチ AZ、スケーラビリ
ティ、自動バックアップなどの機能もあります。 

このパターンでは、Amazon EC2 上のソース Oracle データベースをターゲットの Amazon RDS for 
MySQL DB インスタンスに移行する手順を説明します。AWS Database Migration Service (AWS DMS) を
使用するとデータを移行し、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用するとソースデータベース
のスキーマとオブジェクトを Amazon RDS for MySQL と互換性のある形式に変換します。

前提条件と制限
前提条件

1378

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
http://aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.PostgreSQL.html
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• アクティブな AWS アカウント
• ARCHIVELOG モードでインスタンスサービスとリスナーサービスが実行されているソースデータベー

ス
• データ移行に十分なストレージを備えた、ターゲット Amazon RDS for MySQL データベース

機能制限

• AWS DMS はターゲットデータベースにスキーマを作成しないため、自分で作成する必要があります。
ターゲットのスキーマ名はすでに存在している必要があります。ソーススキーマのテーブルは、AWS 
DMS がターゲットインスタンスへの接続に使用するユーザー/スキーマにインポートされます。複数の
スキーマに移行する必要がある場合、複数のレプリケーションタスクを作成する必要があります。

製品バージョン

• バージョン 10.2 以降、11g から 12.2 までのすべての Oracle データベースエディション サポートされ
ているバージョンの最新リストについては、「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用す
る」および「MySQL 互換データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する」を参照してくださ
い。最も包括的なバージョンと機能のサポートを受けるには、最新バージョンの AWS DMS を使用する
ことをお勧めします。AWS SCT がサポートする Oracle データベースのバージョンについては、AWS 
SCT のドキュメントを参照してください。

• AWS DMS は、バージョン 5.5、5.6、および 5.MySQL。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• EC2 インスタンス上の Oracle データベース   

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for MySQL DB インスタンス

データ移行アーキテクチャ

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS DMS-AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、オンプレミス、Amazon RDS DB インス

タンス、または EC2 インスタンス上のデータベースにあるデータベースから、Amazon RDS for MySQL 
や EC2 インスタンスなどの AWS サービス上のデータベースにデータを移行するために使用できるウェ
ブサービスです。データベースを AWS サービスからオンプレミスのデータベースを AWS Service から
オンプレミスの Database を AWS Service からオンプレミスのデータベースを AWS Service から 異種
データベースエンジンまたは同種のデータベースエンジン間でデータを移行できます。

• AWS SCT-AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと、ビュー、
ストアドプロシージャ、関数などのデータベースコードオブジェクトの大部分を、互換性のある形
式に自動的に変換することで、異種データベースの移行を予測可能にします。ターゲットデータベー
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ス。AWS SCT を使用してデータベーススキーマとコードオブジェクトを変換したら、AWS DMS を使
用してソースデータベースからターゲットデータベースにデータを移行し、移行プロジェクトを完了で
きます。

エピック
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットのデー
タベースバージョンとエンジン
を特定します。

  DBA /開発者

DMS レプリケーションインスタ
ンスを識別します。

  DBA /開発者

ストレージタイプや容量などの
ストレージ要件を特定します。

  DBA /開発者

遅延や帯域幅などのネットワー
ク要件を特定します。

  DBA /開発者

ソースサーバーインスタンスと
ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます (Oracle 互換性リストと容量
要件に基づいて)。

  DBA /開発者

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスセキュリティ要件を特
定します。

  DBA /開発者

AWS SCT と Oracle ドライバを
インストールします。

  DBA /開発者

バックアップ戦略を決定しま
す。

  DBA /開発者

可用性要件を決定します。   DBA /開発者

アプリケーションの移行と切り
替え戦略を特定します。

  DBA /開発者

容量、ストレージ、ネットワー
ク機能に基づいて適切な DB イン
スタンスタイプを選択します。

  DBA /開発者

環境を設定する

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成 ソース、ターゲット、および
レプリケーションインスタンス

  デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
は同じ VPC にある必要がありま
す。これらを同じアベイラビリ
ティーゾーンに存在させるのも
良いことです。

データベースアクセスに必要な
セキュリティグループを作成し
ます。

  デベロッパー

key pair を生成して設定します。   デベロッパー

サブネット、アベイラビリ
ティーゾーン、CIDR ブロックを
設定します。

  デベロッパー

ソースを設定する: EC2 インスタンス上の Oracle データベース

タスク 説明 必要なスキル

必要なユーザーとロールを使
用して Oracle データベースを 
Amazon EC2 にインストールし
ます。

  DBA

EC2 インスタンスの外部から 
Oracle にアクセスするには、次
の列の 3 つのステップを実行し
ます。

(1)「tnsnames」のローカルホ
ストを Amazon EC2 パブリッ
ク DNS に変更します。(2)「リ
スナー」のローカルホストを 
Amazon EC2 パブリック DNS に
変更します。(3) リスナーを停止
して再起動します。

DBA

Amazon EC2 を再起動すると、
パブリック DNS が変更されま
す。必ず「tnsnames」と「リス
ナー」の Amazon EC2 パブリッ
ク DNS を更新するか、Elastic IP 
アドレスを使用してください。

  DBA /開発者

レプリケーションインスタンス
と必要なクライアントがソース
データベースにアクセスできる
ように EC2 インスタンスのセ
キュリティグループを設定しま
す。

  DBA /開発者

ターゲットの設定: Amazon RDS for MySQL

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS for MySQL DB イ
ンスタンスを設定して起動しま
す。

  デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS for MySQL DB イ
ンスタンスに、必要なテーブル
スペースを作成します。

  DBA

レプリケーションインスタンス
と必要なクライアントがター
ゲットデータベースにアクセ
スできるようにセキュリティグ
ループを設定します。

  デベロッパー

AWS SCT を設定し、ターゲットデータベースにスキーマを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT と Oracle ドライバを
インストールします。

  デベロッパー

適切なパラメータを入力し、
ソースとターゲットに接続しま
す。

  デベロッパー

スキーマ変換レポートを生成し
ます。

  デベロッパー

必要に応じてコードとスキー
マ、特にテーブルスペースと引
用符を修正し、ターゲットデー
タベースで実行します。

  デベロッパー

データを移行する前に、ソース
とターゲットのスキーマを検証
します。

  デベロッパー

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

全ロードおよび変更データキャ
プチャ (CDC) の変更データキャ
プチャ (CDC) の変更データキャ
プチャ (CDC) のみの場合、追加
の接続属性を設定する必要があ
ります。

  デベロッパー

AWS DMS ソース Oracle 
データベース定義で指定さ
れたユーザーには、必要な
すべての権限が付与されて
いる必要があります。詳細
な一覧については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/

  DBA /開発者
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タスク 説明 必要なスキル
CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-
Managed を参照してください。

ソースデータベース内の補足ロ
グ記録を有効にします。

  DBA /開発者

全ロードおよび変更データキャ
プチャ (CDC) の変更データキャ
プチャ (CDC) またはCDCのみの
場合は、ソースデータベースで 
ARCHIVELOG モードを有効にし
ます。

  DBA

ソースエンドポイントとター
ゲットエンドポイントを作成
し、接続をテストします。

  デベロッパー

エンドポイントが正常に接続さ
れたら、レプリケーションタス
クを作成します。

  デベロッパー

連続レプリケーションのみの変
更をキャプチャするには、タス
クで CDC のみ (または) 全負荷
+CDC をそれぞれ選択します。

  デベロッパー

レプリケーションタスクを実行
し、Amazon CloudWatch ログを
監視します。

  デベロッパー

ソースデータベースとターゲッ
トデータベース内のデータを検
証します。

  デベロッパー

アプリケーションを移行してカットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーション移行戦略の手
順に従ってください。

  DBA、開発者、アプリ所有者

アプリケーションのカットオー
バー/スイッチオーバー戦略の手
順に従ってください。

  DBA、開発者、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのスキーマと
データを検証します。

  DBA /開発者
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タスク 説明 必要なスキル

移行時間、手動とツールの比
率、コスト削減などに関する指
標を収集します。

  データベース管理者/開発者/
AppOwner

プロジェクト文書と成果物を確
認します。

  データベース管理者/開発者/
AppOwner

一時的な AWS リソースを停止し
ます。

  DBA /開発者

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  データベース管理者/開発者/
AppOwner

関連リソース
• AWS DMS のドキュメント 
• AWS DMS ウェブサイト
• AWS DMS に関するブログ投稿 
• Oracle データベースを AWS に移行するための戦略 
• Amazon RDS for Oracle よくある質問 
• オラクルよくある質問 
• Amazon EC2 
• Amazon EC2 よくある質問
• クラウド・コンピューティング環境におけるオラクル・ソフトウェアのライセンス

AWS DMS を使用して Oracle から Amazon 
DocumentDB に移行する

作成者:サシカンタ・パタナヤック (AWS)

R タイプ: 再構築 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon 
DocumentDB

作成者: AWS 環境: 管理者の開始方法 テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Oracle AWS サービス: Amazon 
DocumentDB

概要
このパターンは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して Oracle データベースを 
Amazon DocumentDB (MongoDB と互換性のある) データベースに移行するためのガイダンスを提供しま
す。このアプローチは、お客様のオンプレミスの Oracle ソースデータベースと Oracle DB インスタンス
用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に適用できます。このパターンでは、Amazon 
RDS Oracle DB ソースインスタンスを例として使用しています。
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Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、JSON データの保存、クエリ実行、インデックス作成を容易
にするフルマネージドの MongoDB と互換性のあるドキュメントデータベースサービスです。

このパターンのユースケースは、Oracle データベーステーブルの Amazon DocumentDB one-to-one コレ
クションへのレプリケーションです。このパターンでは、AWS DMS レプリケーションタスクを使用して 
Oracle データベースのテーブル構造を読み取り、Amazon DocumentDB に対応するコレクションを作成
し、全負荷移行を実行します。MongoDB の場合と同様に、Amazon DocumentDB でもデータを表示およ
びクエリできます。 

前提条件と制限

前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Oracle データベースの使用に関する知識
• Amazon DocumentDB の使用に関する知識
• Oracle ユーザーの場合は、任意のテーブルを選択する権限
• Amazon DocumentDB を使用する場合、データをダンプするのに必要な権限   

機能制限

AWS DMS のターゲットとして Amazon DocumentDB を使用する場合、以下の制限が適用されます：

• Amazon DocumentDB では、コレクション名にドル記号 ($) を含めることはできません。また、データ
ベース名に Unicode 文字を含めることもできません。

• AWS DMS は、複数のソーステーブルを 1 つの Amazon DocumentDB, コレクションにマージすること
はできません。

• AWS DMS がプライマリキーのないソーステーブルからの変更を処理する場合、そのテーブル内のラー
ジバイナリオブジェクト (LOB) 列は無視されます。

• Change table (変更テーブル) オプションが有効で AWS DMS で「_id」という名前のソース列が検出さ
れると、その列が変更テーブルに「__id」(2 つのアンダースコア) として表示されます。

• ソースエンドポイントとして Oracle を選択する場合、Oracle ソースでは完全な補足ロギングが有効に
なっている必要があります。有効になっていないと、ソースに変更されていない列がある場合にデータ
が null 値として Amazon DocumentDB にロードされます。 

製品バージョン

• Amazon RDS for Oracle
• AWS DMS バージョン 3.1.3 以降 (最新のバージョン情報については、AWS DMS ドキュメントの

「Amazon DocumentDB を AWS DMS のターゲットとして使用する」を参照してください)

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Amazon RDS for Oracle DB

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon DocumentDB

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ
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Tools
• AWS DMS — AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、ソースデータストアからターゲット

データストアにデータを移行するために使用できるウェブサービスです。AWS DMS ユーザーガイドに
は、AWS DMS での使用がサポートされている Oracle ソースデータベースのバージョンとエディション
が記載されています。このパターンに関連する追加情報については、「Amazon DocumentDB を AWS 
DMS のターゲットとして使用する」を参照してください。

• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は AWS クラウドでスケーラブルなコ
ンピューティングキャパシティーを提供します。Amazon DocumentDB クラスターは、デフォルトの
Virtual Private Cloud (VPC) で実行されている必要があります。Amazon DocumentDB クラスターを操
作するには、Amazon DocumentDB クラスターを作成したのと同じ AWS リージョンにあるデフォルト 
VPC に EC2 インスタンスを起動する必要があります。詳細については、Amazon DocumentDB ドキュ
メントの「Amazon EC2 インスタンスの起動」を参照してください。

エピック
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットのデー
タベースバージョンとエンジン
を検証します。

  AWS

適切なインスタンスタイプ (容
量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能) を選択します。

  AWS

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク/
ホストアクセスセキュリティ要
件を特定します。

  AWS

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースへのアウトバウ
ンドセキュリティグループを作
成します。

  AWS

Amazon DocumentDB の EC2 イ
ンスタンスを作成して設定しま
す。

  AWS

管理者の開始方法

タスク 説明 必要なスキル

VPC とサブネットを作成しま
す。

  AWS

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL)

  AWS
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タスク 説明 必要なスキル

ソース Amazon RDS for Oracle 
インスタンスを設定して起動し
ます。

  AWS

Amazon DocumentDB インスタ
ンスを設定して開始方法

  AWS

ソースデータベースの準備

タスク 説明 必要なスキル

接続の詳細を使用して Oracle 
データベースに接続できること
を確認します。

  AWS

Oracle ユーザに SELECT ANY 
TABLE 権限があることを確認し
ます。

  AWS

ターゲットデータベースの準備

タスク 説明 必要なスキル

適切なインスタンスクラスとイ
ンスタンス数を選択して Amazon 
DocumentDB クラスターを作成
します。

  AWS

Amazon EC2

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを設定する。 Amazon DocumentDB クラス
ターを操作するには、Amazon 
DocumentDB クラスターを作成
したのと同じ AWS リージョン
にあるデフォルト VPC に EC2 
インスタンスを起動する必要が
あります。EC2 インスタンスの 
AWS リージョン、VPC、アベイ
ラビリティーゾーン、サブネッ
トを設定します。

AWS

key pair を設定します。 パブリックキーとプライベート
key pair により、起動後に EC2 
インスタンスに安全に接続でき
ます。

AWS

拠点ホストの CIDR 範囲を設定
します (オプション)。

要塞ホストインスタンスへの外
部セキュアシェル (SSH) アクセ

AWS
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タスク 説明 必要なスキル
スに許可される CIDR IP 範囲を
設定します。

データ移行 — 全負荷

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを作成します。

  AWS

ソースとターゲットのエンドポ
イントを作成します。

  AWS

全負荷の AWS DMS レプリケー
ションタスクを作成します。

  AWS

管理者の開始方法

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを介して 
Amazon DocumentDB クラス
ターConnect。

  AWS

mongo シェルを使用してクラス
ターにConnect。

手順については、「リファレ
ンスとヘルプ」セクションの 
Amazon DocumentDB リンクを
参照してください。

AWS

移行の結果を確認します。   AWS

関連リソース
• AWS DMS の仕組み
• Amazon DocumentDB への移行
• AWS DMS のターゲットとして Amazon DocumentDB
• Amazon DocumentDB 概要
• mongo シェルを使用して Amazon DocumentDB クラスターにアクセスして使用する
• オフラインメソッドを使用して MongoDB から Amazon DocumentDB に移行する (ブログ記事)
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を使用して大規模なアプリケーションを構築および

AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データ
ベースを Amazon EC2 から MariaDB 用の Amazon 
RDS に移行します。
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Veeranjaneyulu Grandhi (AWS) と vinod kumar (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
MariaDB

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon RDS

概要
このパターンでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の Oracle データベー
スを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスMariaDB の Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) インスタンスの Oracle データベースを移行する手順を説明します。こ
のパターンでは、データ移行には AWS データ移行サービス (AWS DMS) を使用し、スキーマの変換には 
AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用します。

EC2 インスタンスで Oracle データベースを管理することは、Amazon RDS 上のデータベースを使用する
場合よりも多くのリソースを必要とし、コストもかかります。 Amazon RDS を使用すると、クラウドでリ
レーショナルデータベースを簡単に設定、運用、および拡張できます。Amazon RDS は、ハードウェアプ
ロビジョニング、データベースセットアップ、パッチ適用、バックアップなどの時間のかかる管理タスク
を自動化しながら、コスト効率が高くサイズ変更可能な容量を提供します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• インスタンスとリスナーサービスが稼働しているソース Oracle データベース。このデータベースは 

ARCHIVELOG モードにする必要があります。
• AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用することに精通していること。
• AWS SCT のソースとしての Oracle の使用に関する知識

機能制限

• データベースサイズの制限: 64 TB 

製品バージョン

• すべての Oracle データベースエディション。サポートされているバージョンの最新リストについて
は、AWS ドキュメントの「AWS DMS のソースとしての Oracle データベースの使用」と「AWS SCT 
バージョン表」を参照してください。

• Amazon RDS は、および MariaDB のバージョン 10.3、4、5、および MariaDB のバージョンをサポート
しています。サポートされているバージョンの最新リストについては、Amazon RDS ドキュメントを参
照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• EC2 インスタンス上の Oracle データベース
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ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for MariaDB

データ移行アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと、ビュー、ストアドプ

ロシージャ、関数などのデータベースコードオブジェクトの大部分を、ターゲットデータベースと互換
性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行を予測可能にします。AWS SCT を
使用してデータベーススキーマとコードオブジェクトを変換したら、AWS DMS を使用してソースデー
タベースからターゲットデータベースにデータを移行し、移行プロジェクトを完了できます。詳細につ
いては、AWS SCT ドキュメントの「AWS SCT のソースとして Oracle を使用する」を参照してくださ
い。

• AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データベースを AWS に迅速かつ安全に移行するの
に役立ちます。移行中もソースデータベースは完全に機能し続けるため、データベースに依存するアプ
リケーションのダウンタイムを最小限に抑えることができます。AWS DMS は、最も広く使用されて
いる市販のオープンソースデータベースとの間でデータを移行できます。AWS DMS は、Oracle から 
Oracle などの同種の移行だけでなく、Oracle や Microsoft SQL Server から Amazon Aurora などの異な
るデータベースプラットフォーム間の異機種移行もサポートしています。Oracle データベースの移行の
詳細については、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用す
る」を参照してください。

叙事詩
移行の計画

タスク 説明 必要なスキル

バージョンとデータベースエン
ジンを識別します。

ソースおよびターゲットのデー
タベースのバージョンとエンジ
ンを特定します。

DBA、デベロッパー

レプリケーションインスタンス
を特定します。

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを特定します。

DBA、デベロッパー

ストレージ要件を特定します。 ストレージのタイプと容量を特
定します。

DBA、デベロッパー

ネットワーク要件を識別しま
す。

ネットワークの遅延と帯域幅を
特定します。

DBA、デベロッパー

ハードウェア要件を特定しま
す。

ソースサーバーインスタンスと
ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます (Oracle 互換性リストと容量
要件に基づいて)。

DBA、デベロッパー

セキュリティ要件を特定しま
す。

ソースおよびターゲットのデー
タベースのネットワークアクセ

DBA、デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
スセキュリティ要件を特定しま
す。

ドライバーのインストール。 最新の AWS SCT および Oracle 
ドライバーのインストール。

DBA、デベロッパー

バックアップ戦略を決定しま
す。

  DBA、デベロッパー

可用性要件を決定します。   DBA、デベロッパー

アプリケーションの移行/切り替
え戦略を選択してください。

  DBA、デベロッパー

インスタンスタイプを選択しま
す。

容量、ストレージ、ネットワー
ク機能に基づいて適切なインス
タンスタイプを選択します。

DBA、デベロッパー

環境を設定する

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

ソース、ターゲット、および
レプリケーションインスタンス
は、同じ VPC および同じアベイ
ラビリティーゾーンにある必要
があります (推奨)。

デベロッパー

セキュリティグループを作成し
ます。

データベースアクセスに必要な
セキュリティグループを作成し
ます。

デベロッパー

キーペアを生成します。 key pair を生成して設定します。 デベロッパー

その他のリソースを設定しま
す。

サブネット、アベイラビリ
ティーゾーン、CIDR ブロックを
設定します。

デベロッパー

ソースを設定する

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを起動しま
す。

手順については、Amazon EC2 
のドキュメントを参照してくだ
さい。

デベロッパー

Oracle データベースをインス
トールします。

必要なユーザーとロールととも
に Oracle データベースを EC2 
インスタンスにインストールし
ます。

DBA

タスク説明の手順に従って、EC2 
インスタンスの外部から Oracle 
にアクセスします。

1. ローカルホストを Amazon 
EC2 パブリック DNS に変更
します。tnsnames

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
2. ローカルホストを Amazon 

EC2 パブリック DNS に変更
します。listener

3. リスナーを停止して再起動し
ます。

Amazon EC2 パブリック DNS を
更新します。

EC2 インスタンスが再起動する
と、パブリック DNS が変更され
ます。必ず、tnsnamesおよび
の Amazon EC2 パブリック DNS 
を更新するかlistener、Elastic 
IP アドレスを使用してくださ
い。

DBA、デベロッパー

EC2 インスタンスのセキュリ
ティグループを設定します。

レプリケーションインスタンス
と必要なクライアントがソース
データベースにアクセスできる
ように EC2 インスタンスのセ
キュリティグループを設定しま
す。

DBA、デベロッパー

ターゲット Amazon RDS for MariaDB 環境を設定します

タスク 説明 必要なスキル

RDS DB インスタンスを起動し
ます。

Amazon RDS for MariaDB の DB 
インスタンスを設定して起動し
ます。

デベロッパー

表領域を作成します。 Amazon RDS MariaDB データ
ベースに必要なテーブルスペー
スをすべて作成します。

DBA

セキュリティグループを設定し
ます。

レプリケーションインスタンス
と必要なクライアントがター
ゲットデータベースにアクセ
スできるようにセキュリティグ
ループを設定します。

デベロッパー

AWS SCT を設定

タスク 説明 必要なスキル

ドライバーのインストール。 最新の AWS SCT および Oracle 
ドライバーのインストール。

デベロッパー

接続. 適切なパラメータを入力してか
ら、ソースとターゲットに接続
します。

デベロッパー

スキーマ変換レポートを生成し
ます。

AWS SCT スキーマ変換レポート
を生成します。

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

必要に応じてコードとスキーマ
を修正してください。

コードとスキーマ (特にテーブル
スペースと引用符) を必要に応じ
て修正します。

DBA、デベロッパー

スキーマを検証します。 データをロードする前に、ソー
スとターゲットのスキーマを検
証します。

デベロッパー

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

接続属性を設定します。 全ロードおよび変更データキャ
プチャ (CDC) または CDC の
みの場合、追加の接続属性を
設定します。詳細については、
「Amazon RDS ドキュメント」
を参照してください。

デベロッパー

サプリメンタルロギングの有効
化。

ソースデータベースでの補足的
なログ記録の有効化。

DBA、デベロッパー

アーカイブログモードを有効に
します。

フルロードおよび CDC (また
は CDC のみ) の場合は、ソース
データベースでアーカイブログ
モードを有効にします。

DBA

エンドポイントを作成してテス
トします。

ソースエンドポイントとター
ゲットエンドポイントを作成
し、接続をテストします。詳細
については、Amazon DMS ド
キュメントを参照してくださ
い。

デベロッパー

レプリケーションタスクを作成
します。

エンドポイントが正常に接続さ
れたら、レプリケーションタス
クを作成します。詳細について
は、Amazon DMS ドキュメント
を参照してください。

デベロッパー

レプリケーションタイプを選択
します。

タスクで [CDC のみ] または [フ
ルロードプラス CDC] を選択し
て、連続レプリケーションのみ
の変更をキャプチャするか、フ
ルロードと継続的な変更をキャ
プチャするかをそれぞれ選択し
ます。

デベロッパー

タスクを開始して監視します。 レプリケーションタスクを開
始し、Amazon CloudWatch ロ
グを監視します。詳細について
は、Amazon DMS ドキュメント
を参照してください。

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

データを検証します。 ソースおよびターゲットのデー
タベースのデータを検証しま
す。

デベロッパー

アプリケーションの移行とターゲットデータベースへの切り換え

タスク 説明 必要なスキル

選択したアプリケーション移行
戦略に従ってください。

  DBA、アプリ所有者、開発者

選択したアプリケーションの
カットオーバー/スイッチオー
バー戦略に従います。

  DBA、アプリ所有者、開発者

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

スキーマとデータを検証しま
す。

プロジェクトを終了する前に、
スキーマとデータがソースと
ターゲットで正常に検証されて
いることを確認してください。

DBA、デベロッパー

メトリクスを収集します。 移行にかかる時間、手動タスク
とツールタスクの比率、コスト
削減などの基準に関する指標を
収集します。

DBA、アプリ所有者、開発者

ドキュメントを確認してくださ
い。

プロジェクト文書と成果物を確
認します。

DBA、アプリ所有者、開発者

リソースをシャットダウンしま
す。

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

DBA、デベロッパー

プロジェクトを閉じます。 移行プロジェクトを終了し、
フィードバックをお寄せくださ
い。

DBA、アプリ所有者、開発者

関連リソース
• MariaDB アマゾン RDS の概要
• Amazon RDS for MariaDB 製品の詳細
• AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する
• Oracle データベースを AWS に移行するためのストラテジー
• クラウド・コンピューティング環境におけるオラクル・ソフトウェアのライセンス
• Amazon RDS for Oracle に関するよくある質問
• AWS DMS の概要
• AWS DMS に関するブログ投稿
• Amazon EC2 の概要
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for MySQL に移行する

• Amazon EC2 に関するよくある質問
• AWS SCT のドキュメント

AWS DMS と AWS SCT を使用して、オンプレミスの 
Oracle データベースを Amazon RDS for MySQL S に
移行します。
セルゲイ・ドミトリエフ (AWS) により作成

R タイプ: 再構築 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
MySQL

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Oracle AWS サービス: Amazon RDS

概要
このパターンでは、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) に移行する手順を示します。AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用するとデータを移
行し、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用するとソースデータベースのスキーマとオブジェ
クトを Amazon RDS for MySQL と互換性のある形式に変換します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの Oracle データベース

機能制限

• Database サイズの制限: 64 TB

製品バージョン

• バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降）および 12.2 および 18c までのすべての Oracle データ
ベースエディション。サポートされているバージョンの最新リストについては、「AWS DMS のソース
としての Oracle データベースの使用」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能のサポート
の取得には、最新バージョンの AWS DMS を使用することをお勧めします。AWS SCT がサポートする 
Oracle データベースのバージョンについては、AWS SCT のドキュメントを参照してください。 

• AWS DMS は現在、MySQL バージョン 5.5、5.6、および 5.7 をサポートしています。サポートされて
いるバージョンの最新リストについては、AWS ドキュメントの「MySQL 互換データベースを AWS 
DMS のターゲットとして使用する」を参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for MySQL に移行する

• オンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for MySQL DB インスタンス

データ移行アーキテクチャ

Tools
• AWS DMS-AWS Database Migration サービス (AWS DMS) は、リレーショナルデータベース、データ

ウェアハウス、NoSQL データベース、およびその他のタイプのデータストアを移行するのに役立ちま
す。AWS DMS を使用して、オンプレミスのインスタンス間 (AWS クラウドセットアップを使用)、また
はクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間で、AWS クラウドにデータを移
行できます。

• AWS SCT-AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、データベーススキーマをあるデータベースエ
ンジンから別のデータベースエンジンに変換するために使用されます。ツールが変換するカスタムコー
ドには、ビュー、ストアドプロシージャ、および関数が含まれます。ツールが自動的に変換できない
コードには、自分で変換できるように明確にマークされています。

エピック
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットのデー
タベースバージョンとエンジン
を検証します。

  DBA

ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます。

  DBA、 SysAdmin

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、 SysAdmin

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切なイ
ンスタンスタイプを選択してく
ださい。

  DBA、 SysAdmin

ソースおよびターゲットのデー
タベースのネットワークアクセ
スセキュリティ要件を特定しま
す。

  DBA、 SysAdmin

アプリケーション移行戦略を特
定します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for MySQL に移行する

インフラストラクチャの設定

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) とサ
ブネットを作成します。

  SysAdmin

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL) を作成します。

  SysAdmin

Amazon RDS DB インスタンス
を設定し、起動します。

  DBA、 SysAdmin

[データの移行]

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を使用してデータベー
ススキーマを移行します。

  DBA

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

  DBA

アプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を使用して、アプリ
ケーションコード内の SQL コー
ドを分析および変換します。

詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
SchemaConversionTool /
latest/Userguide/
CHAP_Converting.app.html を参
照してください。

アプリ所有者

アプリケーションの移行戦略に
従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースを停止し
ます。

  DBA、 SysAdmin

1397



AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

タスク 説明 必要なスキル

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA、 SysAdmin

移行時間、手動とツールの比
率、コスト削減などに関する指
標を収集します。

  DBA、 SysAdmin

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

   

関連リソース
リファレンス:

• AWS DMS のドキュメント
• AWS SCT のドキュメント 
• Amazon RDS 料金表

チュートリアルとビデオ

• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon RDS の開始方法
• AWS DMS (ビデオ) 
• アマゾン RDS (ビデオ) 

オラクルのバイスタンダーと AWS DMS を使用して、
オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS 
for PostgreSQL に移行する

作成者:キャディ・モティカ (AWS)

環境:PoC またはパイロット ソース:データベース:リレーショ
ナル

ターゲット:PostgreSQL 用ア
マゾン RDS /Amazon Aurora 
PostgreSQL

R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:オラクル テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
このパターンは、オンプレミスの Oracle データベースを以下の PostgreSQL 互換の AWS データベース
サービスのいずれかに最小限のダウンタイムで移行する方法を示しています。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

ソリューションでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用するとデータベーススキーマ
の変換に、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用すると移行を管理します。この実装では、
ダウンタイムは、データベース上のすべての外部キーを作成または検証するのにかかる時間に制限されま
す。 

また、このソリューションでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスと Oracle 
のバイスタンダーデータベースを使用して、AWS DMS を介したデータストリームを制御できます。オン
プレミスの Oracle データベースから Oracle バイスタンダーへのストリーミングレプリケーションを一時
的に停止して、AWS DMS をアクティブにしてデータ検証にcatch か、別のデータ検証ツールを使用でき
ます。Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスまたは Aurora PostgreSQL 互換 DB インスタンスと
バイスタンダーデータベースのデータは、AWS DMS が現在の変更の移行を完了した時点で同じデータに
なります。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Active Data Guard スタンバイデータベースが設定されたオンプレミスデータセンターのソース Oracle 

データベース
• オンプレミスのデータセンターと AWS Secrets Manager の間でデータベースシークレットを保存する

ように設定された AWS Direct Connect
• ローカルマシンまたは AWS SCT がインストールされている EC2 インスタンスにインストールされてい

る AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバー
• Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用することに精通している
• PostgreSQL データベースを AWS DMS のターゲットとして使用することに精通している

機能制限

• データベースのサイズ制限:64 TB

製品バージョン

• AWS DMS は、バージョン 10.2 以降 (バージョン 10.x 用)、11g から 12.2、18c、19c までのすべての 
Oracle データベースエディションをサポートしています。サポートされているバージョンの最新リスト
については、「AWS DMS のソースとしての Oracle データベースの使用」を参照してください。最新
バージョンの AWS DMS を使用して、最も包括的なバージョンの AWS DMS を使用することをお勧め
します。AWS SCT でサポートされている Oracle データベースのバージョンについては、AWS SCT の
ドキュメントを参照してください。

• AWS DMS は PostgreSQL バージョン 9.4 以降 (バージョン 9.x 用)、10.x、11.x、12.x、13.x をサ
ポートしています。最新情報については、AWS ドキュメントの「AWS DMS のターゲットとしての 
PostgreSQL データベースの使用」を参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスの Oracle データベース
• Oracle データベースのバイスタンダーを保持する EC2 インスタンス

ターゲットテクノロジースタック
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

• PostgreSQL または Aurora PostgreSQL インスタンス、PostgreSQL 9.3 以降の Amazon RDS

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS DMS と Oracle バイスタンダーを使用して Oracle データベースを PostgreSQL 互換の 
AWS データベースに移行するワークフローの例を示しています。

Tools
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、AWS クラウドに、またはクラウドセットアップとオ

ンプレミスセットアップの組み合わせの間にデータストアを移行できます。
• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分

をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行を
サポートします。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデー
タベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。

叙事詩
Oracle データベーススキーマを PostgreSQL に変換

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を設定します。 新しいレポートを作成し、ソー
スとして Oracle に、ターゲッ
トとして PostgreSQL に接続し
ます。[プロジェクト設定] で、
[SQL スクリプト] タブに移動し
ます。ターゲット SQL スクリ
プトを複数ファイルに変更しま
す。これらのファイルは後で使
用し、次の名前を付けます。

• create_database.sql
• create_sequence.sql
• create_table.sql
• create_view.sql
• create_function.sql

DBA

Oracle データベーススキーマを
変換します。

「アクション」タブで、「レ
ポートを生成」を選択します。
次に、[スキーマの変換] を選択
し、[SQL として保存] を選択し
ます。

DBA

スクリプトを変更します。 たとえば、ソーススキーマの数
値が PostgreSQL で数値形式に
変換されている場合に、スクリ
プトを変更したいが、代わりに
BIGINT を使用してパフォーマン
スを向上させたい場合がありま
す。

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

Amazon RDS DB インスタンスを作成して設定する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS DB インスタンス
を作成します。

正しい AWS リージョンで、新
しい PostgreSQL DB インスタン
スを作成します。詳細について
は、Amazon RDS ドキュメント
の「PostgreSQL DB インスタン
スの作成と PostgreSQL DB イン
スタンスのデータベースへの接
続」を参照してください。

AWS SysAdmin、DBA

DB インスタンスの仕様を設定し
ます。

DB エンジンバージョン、DB イ
ンスタンスクラス、マルチ AZ 配
置、ストレージタイプ、および
割り当てられたストレージを指
定します。DB インスタンス識別
子、プライマリユーザー名、お
よびプライマリパスワードを入
力します。

AWS SysAdmin、DBA

ネットワークとセキュリティを
設定します。

Virtual Private Cloud (VPC)、
サブネットグループ、パブリッ
クアクセシビリティ、アベイラ
ビリティーゾーンプリファレン
ス、およびセキュリティグルー
プを指定します。

DBA、 SysAdmin

データベースオプションを設定
します。

データベース名、ポート、パラ
メータグループ、暗号化、およ
び KMS キーを指定します。

AWS SysAdmin、DBA

バックアップを設定します。 バックアップ保持期間、バック
アップウィンドウ、開始時間、
期間、およびタグをスナップ
ショットにコピーするかどうか
を指定します。

AWS SysAdmin、DBA

監視オプションを設定します。 強化されたモニタリングとパ
フォーマンスインサイトを有効
または無効にする。

AWS SysAdmin、DBA

メンテナンスオプションを設定
します。

マイナーバージョンのauto アッ
プグレード、メンテナンスウィ
ンドウ、開始日、時間、および
期間を指定します。

AWS SysAdmin、DBA

AWS SCT から移行前のスクリプ
トを実行します。

Amazon RDS インスタンス
で、AWS SCT によって生成さ
れた次のスクリプトを実行しま
す。

• create_database.sql
• create_sequence.sql
• create_table.sql
• create_view.sql

AWS SysAdmin、DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

タスク 説明 必要なスキル
• create_function.sql

Amazon EC2 で Oracle のバイスタンダーを設定する

タスク 説明 必要なスキル

ネットワークを Amazon EC2 に
設定します。

新しい VPC、サブネット、イン
ターネットゲートウェイ、ルー
トテーブル、およびセキュリ
ティグループを作成します。

AWS SysAdmin

EC2 インスタンスを作成しま
す。

適切な AWS リージョンで、新
しい EC2 インスタンスを作成し
ます。Amazon Machine Image 
(AMI) を選択し、インスタンスの
サイズを選択し、インスタンス
の詳細 (インスタンス数 (1)、前
のタスクで作成した VPC とサブ
ネット、パブリック IP の自動割
り当て、その他のオプションを
設定します。ストレージを追加
し、セキュリティグループを設
定して起動します。メッセージ
が表示されたら、次のステップ
に備key pair を作成して保存しま
す。

AWS SysAdmin

Oracle ソースデータベースを 
EC2 インスタンスConnect。

IPv4 パブリック IP アドレ
スと DNS をテキストファ
イルにコピーし、SSH を使
用して次のように接続しま
す。ssh-i「your_file.pem」EC2-
User@<your-IP-address-or-
public-DNS>。

AWS SysAdmin

Amazon EC2 で傍観者用の初期
ホストを設定します。

SSH キー、bash プロファイ
ル、ORATAB、シンボリックリ
ンクを設定します。Oracle ディ
レクトリを作成します。

AWS SysAdmin、Linux 管理者

Amazon EC2 で傍観者用のデー
タベースコピーをセットアップ
する

RMANを使用してデータベースコ
ピーを作成し、補足ログを有効
にして、スタンバイ制御ファイ
ルを作成します。コピーが完了
したら、データベースをリカバ
リモードにします。

AWS SysAdmin、DBA

Oracle Data Guard を設定しま
す。

listener.ora ファイルを変更し
て、リスナーを起動します。
新しいアーカイブ先を設定し
ます。バイスタンダーをリカ
バリモードにし、future 破損を
防ぐために一時ファイルを置き
換え、必要に応じて crontab を
インストールしてアーカイブ

AWS SysAdmin、DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

タスク 説明 必要なスキル
ディレクトリの容量不足を防
ぎ、manage-trclog-files-oracle
ソースとスタンバイの.cfg ファイ
ルを編集します。

配送を同期するために Oracle 
データベースを準備します。

スタンバイログファイルを追加
し、リカバリモードを変更し
ます。ソースプライマリとソー
ススタンバイの両方で、ログ配
布を SYNC AFFIRM に変更し
ます。ログをプライマリに切り
替え、Amazon EC2 bystander 
Alert ログでスタンバイログファ
イルを使用していることを確認
し、REDO ストリームが SYNC 
で流れていることを確認しま
す。

AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS によるデータの移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS にレプリケーション
インスタンスを作成します。

名前、インスタンスクラ
ス、VPC (Amazon EC2 インス
タンスと同じ)、マルチ AZ、お
よびパブリックアクセシビリ
ティのフィールドを入力しま
す。「アドバンス」で、割り
当てられたストレージ、サブ
ネットグループ、アベイラビ
リティーゾーン、VPC セキュ
リティグループ、および AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) キーを指定します。

AWS SysAdmin、DBA

ソースデータベースエンドポイ
ントを作成します。

エンドポイント名、タイプ、
ソースエンジン (Oracle)、サー
バー名 (Amazon EC2 プライ
ベート DNS 名)、ポート、SSL 
モード、ユーザー名、パスワー
ド、SID、VPC (レプリケーショ
ンインスタンスを持つ VPC を
指定)、およびレプリケーショ
ンインスタンスを指定します。
接続をテストするには、[Run 
Test] を選択し、エンドポイ
ントを作成します。次の詳細
設定を構成することもできま
す:maxFileSizenumberDataTypeと
スケール。

AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS から Amazon RDS for 
PostgreSQL Connect。

VPC 間の接続用の移行セキュリ
ティグループを作成します。

AWS SysAdmin、DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットデータベースエンド
ポイントを作成します。

エンドポイント名、タイプ、
ソースエンジン (PostgreSQL)、
サーバー名 (Amazon RDS エ
ンドポイント)、ポート、SSL 
モード、ユーザー名、パスワー
ド、データベース名、VPC (レ
プリケーションインスタンス
を持つ VPC を指定)、および
レプリケーションインスタン
スを指定します。接続をテス
トするには、[Run Test] を選択
し、エンドポイントを作成し
ます。次の詳細設定を構成す
ることもできます:maxFileSize 
numberDataTypeとスケール。

AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS レプリケーションタ
スクを作成します。

タスク名、レプリケーションイ
ンスタンス、ソースとターゲッ
トのエンドポイント、レプリ
ケーションインスタンスを指定
します。[移行タイプ] で [既存の
データを移行する] を選択しま
す。「作成時にタスクを開始」
チェックボックスをオフにしま
す。

AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS レプリケーションタ
スクを設定します。

ターゲットテーブル準備モード
の場合は、「何もしない」を
選択します。全ロードの完了
後にタスクを停止する (主キー
を作成する)。制限付きまたは
完全な LOB モードを指定し、
コントロールテーブルをアク
ティブにします。オプション
で、CommitRate詳細設定を構成
できます。

DBA

テーブルマッピングを設定しま
す。

テーブルマッピングセクション
で、移行に含まれるすべての
スキーマのすべてのテーブルに
対してインクルードルールを作
成し、次に除外ルールを作成し
ます。3 つの変換ルールを追加
して、スキーマ、テーブル、お
よび列名を小文字に変換し、こ
の特定の移行に必要なその他の
ルールを追加します。

DBA

タスクを開始します。 レプリケーションタスクを開始
します。全ロードが実行され
ていることを確認します。プ
ライマリ Oracle データベース
で ALTER SYSTEM SWITCH 
LOGFILE を実行して、タスクを
開始します。

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT から移行途中のスクリ
プトを実行します。

Amazon RDS for PostgreSQL 
で、AWS SCT によって生成さ
れた次のスクリプトを実行しま
す。

• create_index.sql
• create_constraint.sql

DBA

タスクを再起動して、変更デー
タキャプチャ (CDC) を続行しま
す。

Amazon RDS for PostgreSQL DB 
インスタンスで VACUUM を実行
し、AWS DMS タスクを再起動
して、キャッシュされた CDC の
変更を適用します。

DBA

PostgreSQL データベースに切り替えてください

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS のログと検証テー
ブルにエラーがないか確認しま
す。

複製エラーまたは検証エラーを
確認して修正します。

DBA

Oracle の依存関係をすべて停止
します。

Oracle の依存関係をすべて停
止し、Oracle データベースの
リスナーをシャットダウンし
て、ALTER SYSTEM SWITCH 
LOGFILE を実行します。アク
ティビティが表示されない場
合、AWS DMS タスクを停止し
ます。

DBA

AWS SCT から移行後のスクリプ
トを実行します。

Amazon RDS for PostgreSQL 
で、AWS SCT によって生成さ
れた次のスクリプトを実行しま
す。

• create_foreign_key_constraint.sql
• create_triggers.sql

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL の
その他のステップを完了してく
ださい。

必要に応じてOracleに合わせて
シーケンスをインクリメント
し、VACUUMとANALYZEを実
行して、コンプライアンスのた
めのスナップショットを撮りま
す。

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL へ
の接続を開きます。

Amazon RDS for PostgreSQL か
ら AWS DMS セキュリティグ
ループを削除し、プロダクショ
ンセキュリティグループを追加
して、アプリケーションを新し
いデータベースに誘導します。

DBA

AWS DMS オブジェクトをク
リーンアップします。

エンドポイント、レプリケー
ションタスク、レプリケーショ

SysAdmin、DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle を使用して PostgreSQL から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する GoldenGate

タスク 説明 必要なスキル
ンインスタンス、EC2 インスタ
ンスを削除します。

関連リソース
• AWS DMS のドキュメント
• AWS SCT のドキュメント
• Amazon RDS for PostgreSQL 料金表 

オラクルを使用して Oracle データベースから 
Amazon RDS for PostgreSQL に移行する GoldenGate

ダーリヤ・ジンダニ (AWS)、ラジェシュクマール・サバンカー (AWS)、シンドゥシャ・パトゥル (AWS) 
が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
PostgreSQL

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon RDS

概要
このパターンは、Oracle クラウドインフラストラクチャ (OCI) を使用して Oracle データベースを 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL に移行する方法を示しています 
GoldenGate。

Oracle を使用すると GoldenGate、ソースデータベースと 1 つ以上のデスティネーションデータベース間
で、最小限のダウンタイムでデータを複製できます。

[Note:] (メモ:) ソース Oracle データベースは、オンプレミスでも Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスでもかまいません。オンプレミスのレプリケーションツールを使用する場合も、同様の
手順を使用できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• GoldenGate オラクルのライセンス
• PostgreSQL データベースに接続するための Java Database Connectivity (JDBC) ドライバー
• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用してターゲットの Amazon RDS for PostgreSQL デー

タベースで作成されたスキーマとテーブル

機能制限
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https://docs.aws.amazon.com/dms/
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
http://aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing/
http://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool/
http://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool/


AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle を使用して PostgreSQL から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する GoldenGate

• GoldenGate Oracleは、既存のテーブルデータ（初期ロード）と継続的な変更（変更データキャプ
チャ）のみをレプリケートできます

製品バージョン

• Oracle Database Enterprise Edition 10g 以降のバージョン 
• OracleGoldenGate 12.2.0.1.1 Oracle またはそれ以降のバージョンで Oracle 12.2.0.1.1
• オラクルGoldenGate 12.2.0.1.1 for PostgreSQL またはそれ以降のバージョン

アーキテクチャ
次の図は、Oracle を使用して Oracle データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行するワークフ
ローの例を示しています GoldenGate。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Oracle GoldenGate Extract プロセスはソースデータベースに対して実行され、データを抽出します。
2. Oracle GoldenGate Replicat プロセスは、抽出されたデータをターゲットの Amazon RDS for 

PostgreSQL データベースに配信します。

Tools
• オラクルは、Oracle Cloud Infrastructureにおけるデータ・レプリケーションおよびストリーミング・

データ処理ソリューションの設計、実行、調整、 GoldenGate監視を支援します。
• Amazon Amazon Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) により、AWS クラウドで 

PostgreSQL リレーショナルデータベースを設定、運用、および拡張できます。

叙事詩
Oracle をダウンロードおよびインストールする GoldenGate

タスク 説明 必要なスキル

オラクルをダウンロードしてく
ださい GoldenGate。

Oracle の次のバージョンを
ダウンロードしてください 
GoldenGate。

• OracleGoldenGate 12.2.0.1.1 
for Oracle または新しいバー
ジョン

• オラクルGoldenGate 
12.2.0.1.1 for PostgreSQL また
はそれ以降のバージョン

ソフトウェアをダウンロードす
るには、オラクルのウェブサイ
トの「 GoldenGate オラクル・ダ
ウンロード」を参照してくださ
い。

DBA
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https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-6419F3A9-71EC-4D14-9C41-3BAA1E3CA19C
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-5EF0326C-9058-4C40-8925-98A223388C95
https://www.oracle.com/integration/goldengate/#:~:text=OCI%20GoldenGate%20is%20a%20real,in%20the%20Oracle%20Cloud%20Infrastructure.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_PostgreSQL.html
https://www.oracle.com/middleware/technologies/goldengate-downloads.html
https://www.oracle.com/middleware/technologies/goldengate-downloads.html
https://www.oracle.com/middleware/technologies/goldengate-downloads.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle を使用して PostgreSQL から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する GoldenGate

タスク 説明 必要なスキル

GoldenGate ソースの Oracle 
データベースサーバーに Oracle 
for Oracle をインストールしま
す。

手順については、オラクル Web 
サイトの「パート II Oracle 
GoldenGate for Oracle データ
ベースのインストール」を参照
してください。

DBA

Amazon EC2 インスタンス
に Oracle GoldenGate for 
PostgreSQL データベースをイン
ストールする。

手順については、オラクル
のウェブサイトの「Oracle 
GoldenGate for PostgreSQL デー
タベースのインストール」を参
照してください。

DBA

GoldenGate ソースデータベースとターゲットデータベースで Oracle を設定

タスク 説明 必要なスキル

GoldenGate ソースデータベース
に Oracle for Oracle データベー
スを設定します。

手順については、オラクル
のウェブサイトの「Oracle 
GoldenGate for Oracle 
GoldenGate データベースのイン
ストールと構成」を参照してく
ださい。

以下を設定してください。

• サプリメンタルロギング
• GoldenGate オラクル・ユー

ザー
• 必要な許可と権限
• パラメータファイル
• マネージャープロセス
• ディレクトリ
• グローバルファイル
• オラクル・ウォレット

DBA

GoldenGate ターゲットデータ
ベースに Oracle for PostgreSQL 
をセットアップします。

手順については、オラクルの
ウェブサイトの「パート VI 
PostgreSQL GoldenGate 向けオ
ラクルの使用」を参照してくだ
さい。

以下を設定してください。

• マネージャープロセス
• グローバルファイル
• オラクル・ウォレット

DBA
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https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/installing/installing-oracle-goldengate-postgresql-databases.html#GUID-DAF87698-2869-4887-B4E0-610F06FB2F80
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/installing/installing-oracle-goldengate-postgresql-databases.html#GUID-DAF87698-2869-4887-B4E0-610F06FB2F80
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/installing/installing-oracle-goldengate-postgresql-databases.html#GUID-DAF87698-2869-4887-B4E0-610F06FB2F80
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/gghdb/using-oracle-goldengate-postgresql.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/gghdb/using-oracle-goldengate-postgresql.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/gghdb/using-oracle-goldengate-postgresql.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/gghdb/using-oracle-goldengate-postgresql.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle を使用して PostgreSQL から Amazon 
RDS for PostgreSQL に移行する GoldenGate

データキャプチャの設定

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースに抽出プロ
セスを設定します。

ソース Oracle データベースで、
データを抽出する抽出ファイル
を作成します。

手順については、Oracle ドキュ
メントの「ADD EXTRACT」を
参照してください。

[Note:] (メモ:) 抽出ファイルに
は、抽出パラメータファイルと
トレイルファイルディレクトリ
の作成が含まれます。

DBA

トレイルファイルをソースから
ターゲットデータベースに転送
するようにデータポンプを設定
します。

Oracle Web サイトのデータベー
スユーティリティの PARFILE の
指示に従って、EXTRACT パラ
メータファイルとトレイルファ
イルディレクトリを作成しま
す。

詳細については、「トレイル
とは?」を参照してください。
オラクルのウェブサイトの
「フュージョン・ミドルウェア 
GoldenGate」の「オラクルの理
解」を参照してください。

DBA

Amazon EC2 インスタンスでレ
プリケーションをセットアップ
する。

レプリケーションパラメータ
ファイルとトレイルファイル
ディレクトリを作成します。

レプリケーションパラメータ
ファイルの作成の詳細について
は、Oracle Databaseマニュア
ルのセクション3.5パラメータ
ファイルの検証を参照してくだ
さい。

トレイルファイルディレクトリ
の作成について詳しくは、Oracle 
Cloudドキュメントの「トレイル
の作成」を参照してください。

重要: 必ず、ターゲットの 
GLOBALS ファイルにチェックポ
イントテーブルエントリを追加
してください。

詳細については、「レプリカ
とは?」を参照してください。
オラクルのウェブサイトの
「フュージョン・ミドルウェア 
GoldenGate」の「オラクルの理
解」を参照してください。

DBA
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https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWURF/ggsci_commands006.htm#GWURF122
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-7A045C82-5993-44EB-AFAD-B7D39C34BCCD.htm#SUTIL859
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-7A045C82-5993-44EB-AFAD-B7D39C34BCCD.htm#SUTIL859
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-7A045C82-5993-44EB-AFAD-B7D39C34BCCD.htm#SUTIL859
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-7A045C82-5993-44EB-AFAD-B7D39C34BCCD.htm#SUTIL859
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-7A045C82-5993-44EB-AFAD-B7D39C34BCCD.htm#SUTIL859
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-88674F53-1E07-4C00-9868-598F82D7113C
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-88674F53-1E07-4C00-9868-598F82D7113C
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/admin/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-1E32A9AD-25DB-4243-93CD-E643E7116215
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/admin/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-1E32A9AD-25DB-4243-93CD-E643E7116215
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/admin/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-1E32A9AD-25DB-4243-93CD-E643E7116215
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/admin/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-1E32A9AD-25DB-4243-93CD-E643E7116215
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/creating-trail.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/creating-trail.html
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GGCON-GUID-5EF0326C-9058-4C40-8925-98A223388C95
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GGCON-GUID-5EF0326C-9058-4C40-8925-98A223388C95


AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon Redshift に移行する

データ複製の設定

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースで、初期
ロード用のデータを抽出する
パラメータファイルを作成しま
す。

Oracle Cloudドキュメントの
「GGSCIでのパラメータ・ファ
イルの作成」の指示に従ってく
ださい。

重要: Manager がターゲット上で
実行されていることを確認しま
す。

DBA

ターゲットデータベースで、初
期ロード用のデータを複製する
パラメータファイルを作成しま
す。

Oracle Cloudドキュメントの
「GGSCIでのパラメータ・ファ
イルの作成」の指示に従ってく
ださい。

重要: 必ず Replicat プロセスを追
加して開始してください。

DBA

Amazon RDS for PostgreSQL データベースに切り替える

タスク 説明 必要なスキル

Replicat プロセスを停止し、ソー
スデータベースとターゲット
データベースが同期しているこ
とを確認します。

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースの行数を比較し
て、データの複製が成功したこ
とを確認します。

DBA

データ定義言語 (DDL) サポート
を設定します。

PostgreSQL でトリガー、シーケ
ンス、シノニム、参照キーを作
成するための DDL スクリプトを
実行します。

[Note:] (メモ:) DB クラスター
内のデータベースに接続するに
は、標準の SQL クライアント
アプリケーションを使用できま
す。たとえば、pgAdmin を使用
して DB インスタンスに接続でき
ます。

DBA

関連リソース
• Amazon RDS for PostgreSQL (Amazon RDS ユーザーガイド)
• Amazon EC2 ドキュメント
• Oracle GoldenGate がサポートする処理メソッドとデータベース (Oracle ドキュメント)

AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データ
ベースを Amazon Redshift に移行する

1410

https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon Redshift に移行する

ピユシュ・ゴヤル (AWS) によって作成されました

ソース: Oracle ターゲット: Redshift R タイプ: 再構築

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 移行、分析、デー
タベース

ワークロード: Oracle

AWS サービス: Amazon 
Redshift; AWS DMS

概要
このパターンは、AWS データベース移行サービス (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS 
SCT) を使用して Oracle データベースをAmazon Web Services (AWS) クラウド内の Amazon Redshift ク
ラウドデータウェアハウスに移行するためのガイダンスを提供します。このパターンは、オンプレミス
の Oracle データベースまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにインストー
ルされているソース Oracle データベースを対象としています。また、Oracle データベースの Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) についても説明します。

前提条件と制限
前提条件

• オンプレミスのデータセンターまたは AWS クラウドで実行されている Oracle データベース
• アクティブな AWS アカウント
• AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用すること
• Amazon Redshift データベースを AWS DMS のターゲットとして使用することに関する知識
• Amazon RDS、Amazon Redshift、該当するデータベーステクノロジー、および SQL に関する知識
• AWS SCT がインストールされている AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライ

バー

製品バージョン

• セルフマネージド型 Oracle データベースの場合、AWS DMS はバージョン 10.2 以降 (バージョン 10 の
場合) の Oracle データベースエディションに対応しています。 x)、11g および 12.2、18c、19c。AWS 
が管理する Amazon RDS for Oracle Database の場合、AWS DMS はバージョン 11g (バージョン 
11.2.0.4 以降) および 12.2、18c、19c までのすべての Oracle データベースエディションに対応してい
ます。最も包括的なバージョンと機能のサポートには、最新バージョンの AWS DMS の使用をお勧めし
ます。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

次のいずれかです。

• オンプレミスの Oracle データベース
• EC2 インスタンス上の Oracle データベース
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Redshift
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon Redshift に移行する

ターゲットアーキテクチャ

AWS クラウドで実行されている Oracle データベースから Amazon Redshift へ:

オンプレミスのデータセンターで実行されている Oracle データベースから Amazon Redshift へ:

Tools
• AWS DMS-AWS データ移行サービス (AWS DMS) は、データベースを AWS に迅速かつ安全に移行する

のに役立ちます。移行中もソースデータベースは完全に機能し続けるため、データベースに依存するア
プリケーションのダウンタイムを最小限に抑えることができます。AWS DMS は、広く使用されている
市販のオープンソースデータベースとの間でデータを移行できます。 

• AWS SCT-AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、既存のデータベーススキー
マをあるデータベースエンジンから別のデータベースエンジンに変換できます。オラクル、SQL 
Server、PostgresSQL などのさまざまなデータベースエンジンをソースとしてサポートしています。

叙事詩
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

データベースのバージョンを検
証します。

ソースとターゲットのデータ
ベースバージョンを検証し、そ
れらが AWS DMS でサポートさ
れていることを確認します。サ
ポートされている Oracle デー
タベースのバージョンについ
ては、「Oracle データベース
を AWS DMS のソースとして
使用する」を参照してくださ
い。Amazon Redshift をターゲッ
トとして使用する方法について
は、「Amazon Redshift データ
ベースを AWS DMS のターゲッ
トとして使用する」を参照して
ください。

DBA

VPC とセキュリティグループを
作成します。

仮想プライベートクラウ
ド (VPC) が存在しない場合
は、AWS アカウントで作成し
ます。ソースデータベースと
ターゲットデータベースへのア
ウトバウンドトラフィックのセ
キュリティグループを作成しま
す。詳細については、「Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のドキュメントを参照して
ください。

システムアドミニストレータ

AWS SCT をインストールしま
す。

AWS SCT の最新バージョンと対
応するドライバーをダウンロー

DBA

1412

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
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タスク 説明 必要なスキル
ドしてインストールします。詳
細については、「AWS SCT のイ
ンストール、検証、更新」を参
照してください。

AWS DMS タスクのユーザーを
作成します。

ソースデータベースに AWS 
DMS ユーザーを作成し、READ 
権限を付与します。このユー
ザーは AWS SCT と AWS DMS 
の両方で使用されます。

DBA

DB 接続をテストします。 Oracle DB インスタンスへの接続
をテストします。

DBA

AWS SCT で新しいプロジェクト
を作成します。

AWS SCT ツールを開き、新しい
プロジェクトを作成します。

DBA

移行する Oracle スキーマを分析
します。

AWS SCT を使用して移行する
スキーマを分析し、データベー
ス移行評価レポートを生成しま
す。詳細については、AWS SCT 
ドキュメントの「データベース
移行評価レポートの作成」を参
照してください。

DBA

評価レポートを確認する。 移行の実現可能性についてレ
ポートを確認してください。一
部の DB オブジェクトは手動変
換が必要な場合があります。レ
ポートの詳細については、AWS 
SCT ドキュメントの「評価レ
ポートの表示」を参照してくだ
さい。

DBA

ターゲットデータベースの準備

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift クラスターを作
成します。

先程作成した VPC 内に Amazon 
Redshift クラスターを作成しま
す。詳細については、Amazon 
Redshift ドキュメントの
「Amazon Redshift クラスター」
を参照してください。

DBA

データベースユーザーを作成し
ます。

Oracle ソースデータベースか
らユーザー、ロール、権限のリ
ストを抽出します。ターゲット 
Amazon Redshift データベースに
ユーザーを作成し、前のステッ
プのロールを適用します。

DBA

データベースのパラメータを評
価します。

Oracle ソースデータベースの
データベースオプション、パ
ラメータ、ネットワークファイ

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ル、およびデータベースリンク
を確認し、ターゲットへの適用
性を評価します。            

関連する設定をターゲットに適
用します。

このステップの詳細について
は、Amazon Redshift ドキュメン
トの「設定リファレンス」を参
照してください。

DBA

ターゲットデータベースにオブジェクトを作成します

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットデータベースに AWS 
DMS ユーザーを作成します。

ターゲットデータベースに AWS 
DMS ユーザーを作成し、読み取
り権限と書き込み権限を付与し
ます。AWS SCT からの接続を検
証します。

DBA

スキーマを変換し、SQL レポー
トを確認して、エラーや警告を
保存します。

詳細については、AWS SCT ド
キュメントの「AWS SCT を使用
したデータベーススキーマの変
換」を参照してください。

DBA

スキーマの変更をターゲット
データベースに適用するか、.sql 
ファイルとして保存します。

手順については、AWS SCT ド
キュメントの「変換されたス
キーマを AWS SCT に保存し
て適用する」を参照してくださ
い。

DBA

ターゲットデータベースのオブ
ジェクトを検証します。

前のステップで作成されたオブ
ジェクトをターゲットデータ
ベースで検証します。正常に変
換されなかったオブジェクトを
書き換えるか、再設計します。

DBA

外部キーとトリガーを無効にし
ます。

外部キーとトリガーをすべ
て無効にします。これらによ
り、AWS DMS を実行している
ときのフルロードプロセス中に
データロードの問題が発生する
可能性があります。

DBA

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを作成します。

AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS DMS コ
ンソールを開きます。ナビゲー
ションペインで、[レプリケー
ションインスタンス]、[レプリ
ケーションインスタンスの作

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
成] を選択します。詳細な手順
については、AWS DMS ドキュ
メントの「AWS DMS の使用開
始」のステップ 1 を参照してく
ださい。

ソースとターゲットのエンドポ
イントを作成します。

ソースエンドポイントとター
ゲットエンドポイントを作成
し、レプリケーションインスタ
ンスからソースエンドポイント
とターゲットエンドポイントの
両方への接続をテストします。
詳細な手順については、AWS 
DMS ドキュメントの「AWS 
DMS の使用開始」のステップ 2
を参照してください。

DBA

レプリケーションタスクを作成
します。

レプリケーションタスクを作
成し、適切な移行方法を選択
します。詳細な手順について
は、AWS DMS ドキュメントの
「AWS DMS の使用開始」のス
テップ 3 を参照してください。

DBA

データ複製を開始します。 レプリケーションタスクを開始
し、ログにエラーがないか監視
します。

DBA

アプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションサーバーを作
成します。

新しいアプリケーションサー
バーを AWS 上に作成します。

アプリケーションオーナー

アプリケーションコードを移行
します。

アプリケーションコードを新し
いサーバーに移行します。

アプリケーションオーナー

アプリケーションサーバーを設
定します。

ターゲットデータベースとド
ライバのアプリケーションサー
バーを設定します。

アプリケーションオーナー

アプリケーションコードを最適
化します。

ターゲットエンジンに合わせて
アプリケーションコードを最適
化します。

アプリケーションオーナー

ターゲットデータベースにカットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

ユーザーを検証します。 ターゲットの Amazon Redshift 
データベースで、ユーザーを検

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
証し、ロールと権限を付与しま
す。

アプリケーションがロックされ
ていることを確認します。

それ以上変更されないように、
アプリケーションがロックさ
れていることを確認してくださ
い。

アプリケーションオーナー

データを検証します。 ターゲット Amazon Redshift 
データベース内のデータを検証
します。

DBA

外部キーとトリガーを有効にし
ます。

ターゲット Amazon Redshift 
データベースで外部キーとトリ
ガーを有効にします。

DBA

新しいデータベースConnect。 新しい Amazon Redshift データ
ベースに接続するようにアプリ
ケーションを設定します。

アプリケーションオーナー

最終チェックを行います。 本番稼働前に最終的かつ包括的
なシステムチェックを行いま
す。

DBA、アプリケーション所有者

ライブ配信。 ターゲットの Amazon Redshift 
データベースを使用してライブ
に移行します。

DBA

移行プロジェクトを閉じます

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスや AWS SCT に使用
される EC2 インスタンスなどの
一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。 

DBA、システム管理者

ドキュメントを確認する。 移行プロジェクトの文書を確認
して検証します。    

DBA、システム管理者

指標を収集する。 移行にかかる時間、手動タスク
とツールタスクの比率、総コス
ト削減率など、移行プロジェク
トに関する情報を収集します。 

DBA、システム管理者

プロジェクトを終了します。 プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

DBA、システム管理者

関連リソース
リファレンス:

• AWS DMS ユーザーガイド
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• AWS SCT ユーザーガイド 
• Amazon Redshift 入門ガイド

チュートリアルとビデオ

• AWS SCT と AWS DMS について詳しく知る (AWS re: Invent 2019 によるプレゼンテーション)
• AWS Database Migration Service 開始

AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データ
ベースを Aurora PostgreSQL に移行する

Senthil Ramasamy (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle Database ターゲット: Amazon Aurora 
PostgreSQL 互換の

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon Aurora

概要
このパターンでは、AWS データ移行サービス (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 
を使用して Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行する方法を示し
ています。 

パターンは、オンプレミスの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスに 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle Database Service (Amazon RDS) for 
Oracle Database Service (Amazon RDS) for Oracle Database Service (Amazon RDS) for Oracle データ
ベースを対象としています。このパターンは、これらのデータベースを Aurora PostgreSQL 互換に変換し
ます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• オンプレミスのデータセンターまたは AWS クラウドにある Oracle データベース。
• ローカルマシンまたは EC2 インスタンスのいずれかにインストールされた SQL クライアント。
• AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバ。ローカルマシンまたは AWS SCT が

インストールされている EC2 インスタンスにインストールされます。

機能制限

• Database サイズの制限: 128 TB 
• ソースデータベースが商用 off-the-shelf (COTS) アプリケーションをサポートしているか、ベンダー固有

の場合、別のデータベースエンジンに変換できない場合があります。このパターンを使用する前に、ア
プリケーションが Aurora PostgreSQL 互換をサポートしていることを確認してください。 
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製品バージョン

• セルフマネージド型 Oracle データベースの場合、AWS DMS では、バージョン 10.2 以降 (バージョン 
10.x の場合)、11g から 12.2、18c、19c までのすべての Oracle データベースエディションに対応して
います。サポートされている Oracle データベースバージョン (セルフマネージドバージョンと Amazon 
RDS for Oracle) の最新リストについては、「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用す
る」および「AWS DMS のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する」を参照してくださ
い。

• 最も包括的なバージョンと機能のサポートを受けるには、AWS DMS の最新バージョンを使用すること
をお勧めします。AWS SCT がサポートする Oracle データベースのバージョンについては、AWS SCT 
のドキュメントを参照してください。 

• Aurora PostgreSQL リリースおよびエンジンのバージョンについては、Amazon Aurora PostgreSQL リ
リースおよびエンジンバージョンをサポートしています。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

次のいずれかです。

• オンプレミスの Oracle データベース
• EC2 インスタンス上の Oracle データベース   
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

• Aurora PostgreSQL-Compatible 

ターゲットアーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

• AWS クラウドで実行している Oracle データベースから

• オンプレミスデータセンターで実行している Oracle データベースから

Tools
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データストアを AWS クラウドに移行したり、クラ

ウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間にデータストアを移行したりするのに
役立ちます。

• AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコー
ドを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移
行をサポートします。
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叙事詩
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースを準備しま
す。

ソースデータベースを準備する
には、AWS SCT ドキュメント
の「AWS SCT のソースとして 
Oracle データベースを使用す
る」を参照してください。

DBA

AWS SCT 用の EC2 インスタン
スを作成します。

必要に応じて AWS SCT 用の 
EC2 インスタンスを作成して設
定します。

DBA

AWS SCT をダウンロードしてく
ださい。

AWS SCT と関連ドライバーの
最新バージョンをダウンロード
します。詳細については、AWS 
SCT ドキュメントの「AWS SCT 
のインストール、検証、更新」
を参照してください。

DBA

ユーザーと権限を追加します。 前提となるユーザーと権限を
ソースデータベースに追加して
検証します。

DBA

AWS SCT プロジェクトを作成し
ます。

ワークロード用の AWS SCT プ
ロジェクトを作成し、ソース
データベースに接続します。手
順については、AWS SCT ドキュ
メントの「AWS SCT プロジェ
クトの作成」と「データベース
サーバーの追加」を参照してく
ださい。

DBA

実現可能性を評価します。 自動的に変換できないスキーマ
のアクション項目を要約し、手
動での変換作業の見積もりを提
供する評価レポートを生成しま
す。詳細については、AWS SCT
ドキュメントの「データベー
ス移行評価レポートの作成とレ
ビュー」を参照してください。

DBA

ターゲットデータベースの準備

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットAmazon RDS DB イ
ンスタンスを作成します。

Amazon Aurora をデータベース
エンジンとして使用して、ター
ゲットの Amazon RDS DB イン
スタンスを作成します。手順に
ついては、Amazon RDS ドキュ
メントの「Amazon RDS DB イ

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ンスタンスの作成」を参照して
ください。

ユーザー、ロール、権限を抽出
します。

ソースデータベースからユー
ザー、ロール、権限のリストを
抽出します。

DBA

ユーザーをマップします。 既存のデータベースユーザーを
新しいデータベースユーザーに
マップします。

アプリの所有者条件

ユーザーを作成します。 ターゲットデータベースにユー
ザーを作成します。

DBA、アプリケーションオー
ナー

役割を適用します。 前のステップのロールをター
ゲットデータベースに適用しま
す。

DBA

オプション、パラメータ、ネッ
トワークファイル、およびデー
タベースリンクを確認してくだ
さい。

ソースデータベースでオプショ
ン、パラメーター、ネットワー
クファイル、およびデータベー
スリンクを確認し、ターゲット
データベースへの適用性を評価
します。

DBA

設定を適用します。 ターゲットデータベースに関連
のある設定を適用します。

DBA

オブジェクトを転送

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT 接続を設定します。 ターゲットデータベースに AWS 
SCT 接続を設定します。

DBA

AWS SCT を使用してスキーマを
変換します。

AWS SCT は、ソースデータベー
ススキーマとほとんどのカスタ
ムコードを、ターゲットデー
タベースと互換性のある形式
に自動的に変換します。ツール
が自動的に変換できないコード
には、手動で変換できるように
明確なマークが付けられていま
す。

DBA

レポートを確認する。 生成された SQL レポートを確
認し、エラーと警告を保存しま
す。

DBA

自動スキーマの変更を適用しま
す。

自動スキーマの変更をター
ゲットデータベースに適用する
か、.sql ファイルとして保存しま
す。

DBA

1420

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Aurora PostgreSQL 互換データベースへの移行

タスク 説明 必要なスキル

オブジェクトを検証します。 AWS SCT がターゲットにオブ
ジェクトを作成したことを確認
します。

DBA

変換されなかったアイテムを処
理します。

自動的に変換されなかったアイ
テムを手動で書き換え、却下、
または再設計します。

DBA、アプリケーションオー
ナー

ロールとユーザー権限を適用し
ます。

生成されたロールとユーザー権
限を適用し、例外を確認しま
す。

DBA

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

メソッドを決定します。 データを移行する方法を決定し
ます。

DBA

レプリケーションインスタンス
を作成します。

AWS DMS コンソールからレ
プリケーションインスタンス
を作成します。詳細について
は、AWS DMS ドキュメントの
「AWS DMS レプリケーション
インスタンスの使用」を参照し
てください。

DBA

出典とターゲットのエンドポイ
ントを作成します。

エンドポイントを作成するに
は、AWS DMS ドキュメントの
「ソースエンドポイントとター
ゲットエンドポイントの作成」
の指示に従ってください。

DBA

レプリケーションタスクを作成
します。

タスクを作成するには、AWS 
DMS ドキュメントの「AWS 
DMS タスクの使用」を参照して
ください。

DBA

レプリケーションタスクを開始
し、ログを監視します。

このステップの詳細について
は、AWS DMS ドキュメントの
「AWS DMS タスクのモニタリ
ング」を参照してください。

DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションコード内の 
SQL 項目を分析して変換しま
す。

AWS SCT を使用して、アプリ
ケーションコード内の SQL 項
目を分析および変換します。エ
ンジン間でデータベーススキー
マを変換するときは、古いデー
タベースエンジンの代わりに新

アプリの所有者条件
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タスク 説明 必要なスキル
しいデータベースエンジンとや
り取りするように、アプリケー
ションの SQL コードを更新す
る必要があります。変換された 
SQL コードは表示、分析、編
集、保存できます。

アプリケーションサーバーを作
成します。

AWS に新しいアプリケーション
サーバーを作成します。

アプリの所有者条件

アプリケーションコードを移行
します。

アプリケーションコードを新し
いサーバーに移行します。

アプリの所有者条件

アプリケーションサーバーを設
定します。

ターゲットデータベースとド
ライバのアプリケーションサー
バーを設定します。

アプリオーナー

修正コード。 アプリケーションのソースデー
タベースエンジンに固有のコー
ドを修正してください。

アプリオーナー

コードを最適化します。 ターゲットデータベースエンジ
ンに合わせてアプリケーション
コードを最適化します。

アプリオーナー

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットデータベースにカッ
トオーバーします。

新しいデータベースへのカット
オーバーを実行します。

DBA

アプリケーションをロックしま
す。

アプリケーションをロックし
て、それ以上変更されないよう
にします。

アプリオーナー

変更を検証します。 すべての変更がターゲットデー
タベースに反映されたことを確
認します。

DBA

ターゲットデータベースにリダ
イレクトします。

新しいアプリケーションサー
バーは、ターゲットデータベー
スを参照します。

アプリの所有者条件

すべてをチェックしてくださ
い。

最終的かつ包括的なシステム
チェックを行います。

アプリの所有者条件

ライブ配信。 最後のカットオーバータスクを
完了してください。

アプリの所有者条件
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プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的なリソースを停止しま
す。

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスや AWS SCT に使用
される EC2 インスタンスなどの
一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

DBA、アプリケーションオー
ナー

フィードバックを更新します。 内部チーム向けの AWS DMS プ
ロセスに関するフィードバック
を更新してください。

DBA、アプリケーションオー
ナー

プロセスとテンプレートを改訂
します。

AWS DMS プロセスを改訂し、
必要に応じてテンプレートを改
善してください。

DBA、アプリケーションオー
ナー

文書を検証します。 プロジェクト文書を確認して検
証します。

DBA、アプリケーションオー
ナー

メトリクスを収集します。 メトリクスを収集して、移行に
かかる時間、手動コストとツー
ルコストの削減率などを評価し
ます。

DBA、アプリケーションオー
ナー

プロジェクトを閉じます。 移行プロジェクトを終了し、関
係者にフィードバックを提供し
ます。

DBA、アプリケーションオー
ナー

関連リソース
リファレンス:

• AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する
• AWS データベース移行サービスのターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する
• Oracle データベース 11g/12c から Amazon Aurora と PostgreSQL 互換性 (9.6.x) への移行プレイブック 
• Oracle データベース 19c から Amazon Aurora と PostgreSQL との互換性 (12.4) への移行プレイブック
• Amazon RDS for Oracle データベースから Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへの移行
• AWS データ移行サービス
• AWS Schema Conversion Tool 
• オラクルからAmazon Aurora への移行
• アマゾン RDS 料金表

チュートリアルとビデオ

• データベース移行のステップバイステップチュートリアル
• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon RDS の開始方法
• AWS データ移行サービス (ビデオ)
• オラクルのデータベースを PostgreSQL に移行する (ビデオ)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
スタンバイ状態のオラクルか

ら Aurora PostgreSQL への移行

追加情報
.

オンプレミスの Oracle データベースから Aurora 
PostgreSQL にデータを移行する
ミシェル・デン (AWS) とシュナン・シャン (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle ターゲット: Aurora PostgreSQL 
互換

R タイプ: リアーキテクト ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon 
Aurora、AWS DMS、AWS SCT

概要
このパターンは、オンプレミス Oracle データベースから Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
にデータを移行するためのガイダンスを提供します。これは、データ操作言語（DML）アクティビティが
多い大規模なテーブルを含む数テラバイトの Oracle データベースのダウンタイムを最小限に抑えるオンラ
インデータ移行戦略を対象としています。Oracle Active Data Guardスタンバイデータベースは、プライマ
リデータベースからのデータ移行の負荷を軽減するためのソースとして使用されます。ORA-01555 エラー
を回避するために、Oracle プライマリデータベースからスタンバイデータベースへのレプリケーションを
フルロード中に中断できます。 

Oracle では、データ型が NUMBER の主キー (PK) または外部キー (FK) のテーブル列に整数を格納する
のが一般的です。パフォーマンスを向上させるために、PostgreSQL ではこれらを INT または BIGINT に
変換することをお勧めします。AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して PK と FK 列のデ
フォルトのデータタイプマッピングを変更できます。(詳細については、AWS ブログ記事 (NUMBER デー
タ型を Oracle から PostgreSQL に変換する) を参照してください。このパターンのデータ移行では、AWS 
Database Migration Service (AWS DMS) を使用して全ロードと変更データキャプチャ (AWS DMS) を使用
します。

また、このパターンを使用して、オンプレミス Oracle データベースサービス (Amazon RDS) for 
PostgreSQL に移行したり、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上でホストする Oracle デー
タベースを Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換データベースサービス (Amazon 
EC2) データベースを Amazon RDS for PostgreSQL 互換のいずれかに移行することもできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Active Data Guard スタンバイ構成のオンプレミスデータセンター内の Oracle ソースデータベース 
• AWS Direct Connect がオンプレミスデータセンターと AWS クラウドの間に AWS Direct Connect を設

定する
• AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用すること
• AWS DMS のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用すること

機能制限
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• Amazon Aurora データベースクラスターは、最大 128 TiB のストレージで作成できます。Amazon RDS 
for PostgreSQL データベースインスタンスは、最大 64 TiB のストレージで作成できます。最新のス
トレージ情報については、AWS ドキュメントの「Amazon Aurora ストレージと信頼性」と「Amazon 
RDS DB インスタンスストレージ」を参照してください。

製品バージョン

• AWS DMS は、バージョン 10.2 以降 (バージョン 10.x の場合)、11g から 12.2、18c、19c までのすべて
の Oracle データベースエディションに対応しています。サポートされているバージョンの最新リストに
ついては、AWS ドキュメントの「AWS DMS のソースとしての Oracle データベースの使用」を参照し
てください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Oracle アクティブデータガードスタンバイ構成のオンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Aurora PostgreSQL 互換 

データ移行アーキテクチャ

Tools
• AWS DMS-AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、複数のソースデータベースとターゲット

データベースをサポートしています。サポートされている Oracle ソースおよびターゲットデータベース
のバージョンとエディションのリストについては、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS のソースと
しての Oracle データベースの使用」を参照してください。ソースデータベースが AWS DMS でサポー
トされていない場合は、フェーズ 6 (エピックセクション) でデータを移行する別の方法を選択する必要
があります。 重要な注意事項:  これは異機種間の移行であるため、最初にデータベースが商用 off-the-
shelf (COTS) アプリケーションをサポートしているかどうかを確認する必要があります。アプリケー
ションが COTS の場合は、先に進む前にベンダーに Aurora PostgreSQL 互換がサポートされていること
を確認してください。詳細については、AWS ドキュメントの「AWS DMS の段階的な移行チュートリア
ル」を参照してください。

• AWS SCT-AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカ
スタムコードを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種デー
タベースの移行を容易にします。ツールが変換するカスタムコードには、ビュー、ストアドプロシー
ジャ、および関数が含まれます。ツールが自動的に変換できないコードには、自分で変換できるように
明確にマークが付けられています。 

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのデータ
ベースのバージョンを検証しま
す。

  DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
スタンバイ状態のオラクルか

ら Aurora PostgreSQL への移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT とドライバをインス
トールします。

  DBA

AWS SCT の前提条件ユーザーと
権限付与元データベースを追加
して検証します。

  DBA

ワークロード用の AWS SCT プ
ロジェクトを作成し、ソース
データベースに接続します。

  DBA

評価レポートを生成し、実現可
能性を評価します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

ターゲットデータベースを準備します。

タスク 説明 必要なスキル

Aurora PostgreSQL 互換ター
ゲットデータベースを作成しま
す。

  DBA

ソースデータベースからユー
ザー、ロール、権限リストを抽
出します。

  DBA

既存のデータベースユーザーを
新しいデータベースユーザーに
マップします。

  アプリの所有者

ターゲットデータベースにユー
ザーを作成します。

  DBA

前のステップのロールを対象の 
Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースに適用します。

  DBA

ソースデータベースからのデー
タベースオプション、パラメー
ター、ネットワークファイル、
およびデータベースリンクを確
認し、ターゲットデータベース
への適用性を評価します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

関連する設定をターゲットデー
タベースに適用します。

  DBA

データベースオブジェクトコード変換の準備

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットデータベースに AWS 
SCT 接続を設定します。

  DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
スタンバイ状態のオラクルか

ら Aurora PostgreSQL への移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT でスキーマを変換し、
変換したコードを.sql ファイルと
して保存します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

自動的に変換に失敗したデータ
ベースオブジェクトを手動で変
換します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

データベースコード変換を最適
化します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

.sql ファイルは、オブジェクトタ
イプに基づいて複数の.sql ファイ
ルに分割します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

ターゲットデータベースの SQL 
スクリプトを確認する。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

データ移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを作成します。

  DBA

ソースとターゲットのエンドポ
イントを作成します。

PK と FK のデータ型が Oracle 
の NUMBER から PostgreSQL 
の BIGINT に変換される場合
は、numberDataTypeScale=-2ソー
スエンドポイントを作成すると
きに接続属性を指定することを
検討してください。

DBA

データ移行 — 全負荷

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットデータベースにス
キーマと表を作成します。

  DBA

テーブルをグループ化するか、
テーブルサイズに基づいて大
きなテーブルを分割して AWS 
DMS フルロードタスクを作成し
ます。

  DBA

ソース Oracle データベース上の
アプリケーションを短時間停止
します。

  アプリの所有者

Oracle スタンバイデータベー
スがプライマリデータベースと
同期していることを確認し、プ
ライマリデータベースからスタ

  DBA、アプリケーションオー
ナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
スタンバイ状態のオラクルか

ら Aurora PostgreSQL への移行

タスク 説明 必要なスキル
ンバイデータベースへのレプリ
ケーションを停止します。

ソース Oracle データベースでア
プリケーションを起動します。

  アプリの所有者

Oracle スタンバイデータベース
から Aurora PostgreSQL 互換
データベースまで AWS DMS フ
ルロードタスクをparallel 開始し
ます。

  DBA

全ロードが完了したら、PK とセ
カンダリインデックスを作成し
ます。

  DBA

データを検証します。   DBA

データの移行 — CDC

タスク 説明 必要なスキル

Oracle スタンバイがプライマリ
データベースと同期したとき、
および前のタスクでアプリケー
ションが再起動される前に、カ
スタム CDC 開始時間またはシ
ステム変更番号 (SCN) を指定し
て、AWS DMS の継続的なレプ
リケーションタスクを作成しま
す。

  DBA

AWS DMS タスクをparallel 開
始して、進行中の変更を Oracle 
スタンバイデータベースから 
Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースに複製します。

  DBA

Oracle プライマリデータベース
からスタンバイデータベースへ
のレプリケーションを再確立し
ます。

  DBA

ターゲットの Aurora 
PostgreSQL 互換データベースが
ソースの Oracle データベースと
ほぼ同期している場合は、ログ
を監視して Oracle データベース
上のアプリケーションを停止し
ます。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

ターゲットがソース Oracle 
データベースと完全に同期した
ら、AWS DMS タスクを停止し
ます。

  DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
スタンバイ状態のオラクルか

ら Aurora PostgreSQL への移行

タスク 説明 必要なスキル

FK を作成し、ターゲットデータ
ベースのデータを検証します。

  DBA

ターゲットデータベースに関
数、ビュー、トリガー、シーケ
ンス、およびその他のオブジェ
クトタイプを作成します。

  DBA

ターゲットデータベースにロー
ル権限を適用します。

  DBA

アプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を使用して、アプリ
ケーションコード内の SQL ス
テートメントを分析および変換
します。

  アプリの所有者

AWS に新しいアプリケーション
サーバーを作成します。

  アプリの所有者

アプリケーションコードを新し
いサーバーに移行します。

  アプリの所有者

ターゲットデータベースとド
ライバのアプリケーションサー
バーを設定します。

  アプリの所有者

アプリケーションのソースデー
タベースエンジンに固有のコー
ドを修正します。

  アプリの所有者

ターゲットデータベース用にア
プリケーションコードを最適化
します。

  アプリの所有者

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

新しいアプリケーションサー
バーがターゲットデータベース
を参照します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

サニティチェックを行います。   DBA、アプリケーションオー
ナー

ライブ配信します。   DBA、アプリケーションオー
ナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server への移行

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースを停止し
ます。

  DBA、システム管理者

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

移行にかかる時間、手作業と
ツールの使用率、コスト削減な
どの指標を収集します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

関連リソース
リファレンス:

• Oracle データベースから Aurora PostgreSQL 互換への変換: マイグレーションプレイブック 
• Amazon RDS for Oracle Database を Amazon Aurora MySQL に移行する
• AWS DMS ウェブサイト
• AWS DMS のドキュメント
• AWS SCT ウェブサイト
• AWS SCT のドキュメント
• オラクルからAmazon Aurora への移行

チュートリアル

• AWS DMS の使用を開始する 
• Amazon RDS の開始方法
• AWS Database Migration Service ステップバイステップチュートリアル

AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS 
for SQL Server に移行する

作成者:アミット・クマール (AWS)

環境:PoC またはパイロット ソース:SAP ASE ターゲット:Amazon RDS for 
SQL Server

R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:SAP テクノロジー:移行、データベー
ス、近代化

AWS サービス:アマゾン RDS; 
AWS DMS

1430

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Migration/oracle-database-amazon-aurora-postgresql-migration-playbook.pdf
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/chap-rdsoracle2aurora.html
http://aws.amazon.com/dms/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html
http://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool/
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
http://aws.amazon.com/getting-started/projects/migrate-oracle-to-amazon-aurora/
http://aws.amazon.com/dms/getting-started/
http://aws.amazon.com/rds/getting-started/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/dms-sbs-welcome.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server への移行

概要
このパターンは、Microsoft SQL Server を実行している Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) DB インスタンスに移行するためのガイダンスを提供します。ソースデータベースは、オンプレミス
のデータセンターまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに配置できます。こ
のパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用するとデータを移行し、(オプショ
ンで) コンピュータ支援ソフトウェアエンジニアリング (CASE) ツールを使用します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターまたは EC2 インスタンス上の SAP ASE データベース
• 稼働中の SQL サーバー用ターゲット Amazon RDS データベース

機能制限

• データベースのサイズ制限:64 TB

製品バージョン

• SAP ASE バージョン 15.7 または 16.x のみ。最新情報については、「AWS DMS のソースとしての 
SAP データベースの使用」を参照してください。

• Amazon RDS ターゲットデータベースの場合、AWS DMS は Amazon RDS のエンタープライズエディ
ション、スタンダードエディション、ウェブエディション、エクスプレスエディションの Microsoft SQL 
Server バージョンをサポートします。サポートされているバージョンの最新情報については、AWS 
DMS のドキュメントを参照してください。最も包括的なバージョンと機能のサポートには、最新バー
ジョンの AWS DMS の使用をお勧めします。 

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスにある SAP ASE データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for SQL Server DB インスタンス

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

Amazon EC2 の SAP ASE データベースから Amazon RDS for SQL Server インスタンスへ

オンプレミスの SAP ASE データベースから Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスへ

Tools
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、オンプレミス、Amazon RDS DB インスタンス、ま

たは EC2 インスタンス上のデータベースにあるデータベースから、Amazon RDS for SQL Server RDS 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server への移行

や EC2 インスタンスなどの AWS サービス上のデータベースにデータを移行するために使用できるウェ
ブサービスです。AWS Service からオンプレミスのデータベースに移行することもできます。異機種ま
たは同種のデータベースエンジン間でデータを移行できます。

• スキーマの変換には、オプションで erwin データモデラーまたは SAP を使用できます PowerDesigner。

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのデータ
ベースのバージョンを検証しま
す。

  DBA

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、 SysAdmin

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切なイ
ンスタンスタイプを選択してく
ださい。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスセキュリティ要件を特
定します。

  DBA、 SysAdmin

アプリケーション移行戦略を特
定してください。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

インフラストラクチャの設定

タスク 説明 必要なスキル

仮想プライベートクラウド 
(VPC) とサブネットの作成

  SysAdmin

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL) の作成

  SysAdmin

Amazon RDS DB インスタンス
を設定して起動します。

  SysAdmin

データを移行-オプション 1

タスク 説明 必要なスキル

データベーススキーマを手
動で移行するか、erwin Data 
Modeler や SAP などの CASE 

  DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server への移行

タスク 説明 必要なスキル
ツールを使用してください 
PowerDesigner。

データを移行-オプション 2

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

  DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーション移行戦略に
従ってください。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

  DBA、 SysAdmin

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

移行に要する時間、手動タスク
と自動タスクの割合、コスト削
減などの指標を収集します。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

関連リソース
リファレンス:

• AWS DMS ウェブサイト
• アマゾン RDS 料金
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SQL サーバーから Amazon Redshift への移行

• SAP ASE データベースを AWS DMS のソースとして使用する
• RDS Custom for SQL Server の制限

チュートリアルとビデオ

• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon RDS の開始方法
• AWS DMS (ビデオ) 
• アマゾン RDS (ビデオ) 

AWS DMS を使用して、オンプレミスの Microsoft 
SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行
します。
マルセロ・フェルナンデス (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:マイクロソフト SQL サー
バー

ターゲット:Amazon Redshift

R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:マイクロソフト テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:Amazon Redshift

概要
このパターンは、AWS データ移行サービス (AWS DMS) を使用して、オンプレミスの Microsoft SQL 
Server データベースを Amazon Redshift に移行する方法について説明します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの Microsoft SQL Server データベース
• AWS DMS ドキュメントで説明されているように、Amazon Redshift データベースを AWS DMS のター

ゲットとして使用するための前提条件が満たされています。

製品バージョン

• SQL Server 2005-2019、エンタープライズエディション、スタンダードエディション、ワークグループ
エディション、デベロッパーエディション、ウェブエディション。サポートされているバージョンの最
新リストについては、AWS ドキュメントの「Microsoft SQL Server データベースを AWS DMS のソー
スとして使用する」を参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SQL サーバーから Amazon Redshift への移行

• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベース 

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Redshift

データ移行アーキテクチャ

Tools
• AWS DMS は、複数のタイプのソースデータベースとターゲットデータベースをサポートするデータ移

行サービスです。AWS DMS での使用がサポートされている Microsoft SQL Server データベースのバー
ジョンとエディションについては、AWS DMS ドキュメントの「Microsoft SQL Server データベースを 
AWS DMS のソースとして使用する」を参照してください。AWS DMS がソースデータベースをサポー
トしていない場合は、データ移行の代替方法を選択する必要があります。

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのデータ
ベースのバージョンとエンジン
を検証します。

  DBA

ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます。

  DBA、システム管理者

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、システム管理者

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切なイ
ンスタンスタイプを選択してく
ださい。

  DBA、システム管理者

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスセキュリティ要件を特
定します。

  DBA、システム管理者

アプリケーション移行戦略を特
定してください。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

インフラストラクチャの構成

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

詳細については、AWS ドキュメ
ントの「VPC 内の DB インスタ

システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SQL サーバーから Amazon Redshift への移行

タスク 説明 必要なスキル
ンスの操作」を参照してくださ
い。

セキュリティグループを作成し
ます。

  システム管理者

Amazon Redshift クラスターを設
定して起動します。

詳細については、Amazon 
Redshift ドキュメントの「サンプ
ル Amazon Redshift クラスター
の作成」を参照してください。

DBA、システム管理者

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS を使用して Microsoft 
SQL Server データベースから
データを移行します。

  DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーション移行戦略に
従ってください。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時リソースをシャットダウン
します。

  DBA、システム管理者

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

移行に要する時間、手動タスク
と自動タスクの割合、コスト削
減などの指標を収集します。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
データ抽出エージェントを使用して SQL 
Server から Amazon Redshift に移行する

関連リソース
リファレンス:

• AWS DMS のドキュメント
• Amazon Redshift ドキュメンテーション
• Amazon Redshift の価格

チュートリアルとビデオ

• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon Redshift 入門
• AWS データベース移行サービスのターゲットとしての Amazon Redshift データベースの使用
• AWS DMS (ビデオ) 

AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オ
ンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 
Amazon Redshift に移行します。
ネハ・タクール (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:マイクロソフト SQL サー
バー

ターゲット:Amazon Redshift

R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:マイクロソフト テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:Amazon 
Redshift、AWS SCT

概要
このパターンでは、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) データ抽出エージェントを使用して、オン
プレミスの Microsoft SQL Server ソースデータベースを Amazon Redshift ターゲットデータベースに移行
する手順の概要を示しています。エージェントは、AWS SCT と統合されているが、他の場所でデータ変
換を実行したり、ユーザーに代わって他の AWS サービスとやり取りしたりする外部プログラムです。   

前提条件と制限
前提条件

• オンプレミスデータセンターのデータウェアハウスワークロードに使用される Microsoft SQL Server 
ソースデータベース

• アクティブな AWS アカウント

製品バージョン

• Microsoft SQL Server バージョン 2008 以降。サポートされているバージョンの最新リストについて
は、AWS SCT ドキュメントを参照してください。 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
データ抽出エージェントを使用して SQL 
Server から Amazon Redshift に移行する

アーキテクチャ
テクノロジースタックソース

• オンプレミス Microsoft SQL Server データベース

テクノロジースタックターゲット

• Amazon Redshift

データ移行アーキテクチャ

Tools
• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部

分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行
を処理します。ソースデータベースとターゲットデータベースが大きく異なる場合は、AWS SCT エー
ジェントを使用して追加のデータ変換を実行できます。詳細については、AWS ドキュメントの「オンプ
レミスデータウェアハウスから Amazon Redshift へのデータの移行」を参照してください。

ベストプラクティス
• AWS SCT のベストプラクティス
• Amazon Redshift のベストプラクティス

叙事詩
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットのデー
タベースのバージョンとエンジ
ンを検証します。

  DBA

ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます。

  DBA、 SysAdmin

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、 SysAdmin

適切なインスタンスタイプ (容
量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能) を選択します。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスのセキュリティ要件を
特定します。

  DBA、 SysAdmin
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AWS 規範的ガイダンス パターン
データ抽出エージェントを使用して SQL 
Server から Amazon Redshift に移行する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーション移行戦略を選
択してください。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

仮想プライベートクラウド 
(VPC) とサブネットを作成しま
す。

  SysAdmin

セキュリティグループを作成し
ます。

  SysAdmin

Amazon Redshift クラスターを設
定して起動します。

  SysAdmin

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT データ抽出エージェン
トを使用してデータを移行しま
す。

  DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

選択したアプリケーション移行
戦略に従ってください。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

ターゲットデータベースに切り換え

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

  DBA、 SysAdmin
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AWS 規範的ガイダンス パターン
データ抽出エージェントを使用して 

Teradata から Amazon Redshift に移行する

タスク 説明 必要なスキル

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

移行に要する時間、手動タスク
と自動タスクの割合、コスト削
減などの指標を収集します。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックがあれば提供してくだ
さい。

  DBA、 SysAdmin、アプリケー
ションオーナー

関連リソース
リファレンス:

• AWS SCT ユーザーガイド
• データ抽出エージェントの使用
• Amazon Redshift の価格

チュートリアルとビデオ

• AWS SSchema Conversion Tool
• Amazon Redshift 入門

AWS SCT データ抽出エージェントを使用して 
Teradata データベースを Amazon Redshift に移行す
る

セルゲイ・ドミトリエフ (AWS) により作成

R タイプ: 再構築 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon Redshift

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

AWS サービス: Amazon Redshift

概要
このパターンでは、オンプレミスデータセンターのデータウェアハウスとして使用されている Teradata 
データベースを Amazon Redshift データベースに移行する手順を順を追って説明します。このパターン
では、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) データ抽出エージェントを使用します。エージェン
トは、AWS SCT と統合されているが、他の場所でデータ変換を実行し、ユーザーに代わって他の AWS 
サービスとやり取りする外部プログラムです。 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
データ抽出エージェントを使用して 

Teradata から Amazon Redshift に移行する

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの Teradata ソースデータベース

製品バージョン

• Teradata バージョン 13 以降。サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS SCT ド
キュメントを参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• [On-premises (オンプレミス)]

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Redshift クラスター

データ移行アーキテクチャ

Tools
• AWS SCT — AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分の

カスタムコードを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種デー
タベースの移行を処理します。ソースデータベースとターゲットデータベースは相互に大きく異なる
場合は、AWS SCT エージェントを使用して追加のデータ変換を実行することができます。詳細につい
ては、AWS ドキュメントの「オンプレミスデータウェアハウスから Amazon Redshift へのデータの移
行」を参照してください。 

エピック
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットの
Database バージョンおよびエン
ジンを検証します。

  DBA

ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます。

  DBA、 SysAdmin

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、 SysAdmin
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AWS 規範的ガイダンス パターン
データ抽出エージェントを使用して 

Teradata から Amazon Redshift に移行する

タスク 説明 必要なスキル

適切なインスタンスタイプ (容
量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能) を選択します。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスセキュリティ要件を特
定します。

  DBA、 SysAdmin

アプリケーション移行戦略を選
択してください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) とサ
ブネットを作成します。

  SysAdmin

セキュリティグループを作成し
ます。

  SysAdmin

Amazon Redshift クラスターを設
定して起動します。

  SysAdmin

[データを移行]

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT データ抽出エージェン
トを使用してデータを移行しま
す。

AWS SCT データ抽出エージェ
ントの使用方法の詳細について
は、「参考資料とヘルプ」セク
ションのリンクを参照してくだ
さい。

DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

選択したアプリケーション移行
戦略に従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

ターゲットの Amazon Redshift データベースにカットオーバーします。

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
データ抽出エージェントを使用して 

Vertica から Amazon Redshift に移行する

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースを停止し
ます。

  DBA、 SysAdmin

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

移行時間、手動タスクとツール
タスクの比率、コスト削減など
に関する指標を収集します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックをお寄せください。

   

関連リソース
リファレンス:

• AWS SCT ユーザーガイド
• データ抽出エージェントの使用
• Amazon Redshift の価格
• テラデータのリセットタイミング機能を Amazon Redshift SQL (AWS Prescriptive Guidance) に変換
• Teradata NORMALIZE テンポラルフィーチャを Amazon Redshift SQL に変換 (AWS Prescriptive 

Guidance)

チュートリアル

• AWS Schema Conversion Tool 入門
• Amazon Redshift 入門

AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オン
プレミスの Vertica データベースを Amazon Redshift 
に移行します。

セルゲイ・ドミトリエフ (AWS) により作成

R タイプ: リアーキテクト ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon Redshift

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

AWS サービス: Amazon Redshift
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AWS 規範的ガイダンス パターン
データ抽出エージェントを使用して 

Vertica から Amazon Redshift に移行する

概要
このパターンは、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) データ抽出エージェントを使用してオンプレ
ミスの Vertica データベースを Amazon Redshift クラスターに移行するためのガイダンスを提供します。
エージェントは、AWS SCT と統合されているが、他の場所でデータ変換を実行し、ユーザーに代わって
他の AWS サービスとやり取りする外部プログラムです。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターのデータウェアハウスワークロードに使用されるVerticaソースデータベー

ス 
• Amazon Redshift ターゲットクラスター

製品バージョン

• Vertica バージョン 7.2.2 以降。サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS SCT ド
キュメントを参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスの Vertica データベース 

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Redshift クラスター

データ移行アーキテクチャ

Tools
• AWS SCT-AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカ

スタムコードを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種デー
タベースの移行を処理します。ソースデータベースとターゲットデータベースは相互に大きく異なる
場合は、AWS SCT エージェントを使用して追加のデータ変換を実行することができます。詳細につい
ては、AWS ドキュメントの「オンプレミスデータウェアハウスから Amazon Redshift へのデータの移
行」を参照してください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
データ抽出エージェントを使用して 

Vertica から Amazon Redshift に移行する

叙事詩
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのデータ
ベースのバージョンを検証しま
す。

  DBA

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA SysAdmin

適切なインスタンスタイプ (容
量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能) を選択します。

  DBA SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのセキュリティ
要件を特定します。

  DBA SysAdmin

アプリケーション移行戦略を選
択してください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

仮想プライベートクラウド 
(VPC) とサブネットを作成しま
す。

  SysAdmin

セキュリティグループを作成し
ます。

  SysAdmin

Amazon Redshift クラスターを設
定して起動します。

  SysAdmin

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT データ抽出エージェン
トを使用してデータを移行しま
す。

AWS SCT データ抽出エージェ
ントの使用方法の詳細について
は、「参考資料とヘルプ」セク
ションのリンクを参照してくだ
さい。

DBA
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アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

選択したアプリケーション移行
戦略に従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

ターゲットデータベースへの切り取り

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

  DBA SysAdmin

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

移行時間、手動タスクとツール
タスクの比率、コスト削減など
に関する指標を収集します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックをお寄せください。

   

関連リソース
リファレンス:

• AWS SCT ユーザーガイド  
• データ抽出エージェントの使用 
• Amazon Redshift の価格

チュートリアルとビデオ

• AWS Schema Conversion Tool 入門 
• Amazon Redshift の使用を開始する

オンプレミスの MySQL データベースを Aurora 
MySQL にマイグレーションします。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの MySQL から Aurora MySQL への移行

作成者:マーク・サルキエヴィッチ (AWS)

R タイプ: 再構築 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon Aurora 
MySQL

作成者: AWS 環境: 本番稼働用 テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: オープンソース

概要
このパターンでは、オンプレミスの MySQL ソースデータベースを Amazon Aurora MySQL に移行する方
法を説明しています。AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用する方法と、mysqldbcopy や
mysqldump などのネイティブ MySQL ツールを使用する方法の 2 つの移行オプションについて説明しま
す。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターにあるソース MySQL データベース

機能制限

• データベースサイズの制限: 64 TB

製品バージョン

• MySQL のバージョン 5.5、5.5、5.6、5.5、5.6、5.5、5.6、5.5、5.6、サポートされているバージョ
ンの最新リストについては、AWS ドキュメントの「Amazon RDS 上の MySQL」を参照してくださ
い。AWS DMS を使用している場合は、「AWS DMS がサポートする MySQL バージョンの AWS DMS 
のターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する」も参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスの MySQL データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Aurora MySQL 

ターゲットアーキテクチャ
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの MySQL から Aurora MySQL への移行

データ移行アーキテクチャ

AWS DMS を使用する場合:

ネイティブ MySQL ツールの使用:

Tools
• AWS DMS-AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、複数のソースデータベースとターゲット

データベースをサポートしています。AWS DMS がサポートする MySQL ソースデータベースとター
ゲットデータベースについては、「MySQL 互換データベースの AWS への移行」を参照してください。
最も包括的なバージョンと機能のサポートのためには、最新バージョンの AWS DMS の使用をお勧めし
ます。

• ネイティブ MySQL ツール-mysqldbcopy と mysqldump。

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットのデー
タベースのバージョンとエンジ
ンを検証します。

  DBA

ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます。

  DBA、 SysAdmin

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、 SysAdmin
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タスク 説明 必要なスキル

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切なイ
ンスタンスタイプを選択してく
ださい。

  DBA、 SysAdmin

ソースおよびターゲットのデー
タベースのネットワークアクセ
スセキュリティ要件を特定しま
す。

  DBA、 SysAdmin

アプリケーション移行戦略を特
定します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

  SysAdmin

セキュリティグループの作成。   SysAdmin

Amazon RDS for MySQL DB イ
ンスタンスを設定して起動しま
す。

  SysAdmin

データの移行-オプション 1

タスク 説明 必要なスキル

データベースオブジェクトと
データを移行するには、ネイ
ティブの MySQL ツールまたは
サードパーティツールを使用し
ます。

手順については、mysqldbcopy 
や mysqldump などの MySQL 
ツールのドキュメントを参照し
てください。

DBA

データの移行-オプション 2

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

  DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの移行戦略に
従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
レガシー・アプリケーションを
Oracle Pro*CからECPGに移行

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

  DBA、 SysAdmin

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

移行時間、手動とツールの比
率、コスト削減などに関する指
標を収集します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

   

関連リソース
リファレンス:

• Amazon Aurora へのデータベースの移行 
• AWS DMS ウェブサイト
• AWS DMS のドキュメント
• Amazon Aurora 価格
• Amazon Virtual Private Cloud VPC および Amazon RDS
• Amazon Aurora ドキュメント

チュートリアルとビデオ

• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon Aurora 入門

レガシー・アプリケーションをOracle Pro*Cから
ECPGに移行

サイ・パルタサラディ (AWS) とマヘシュ・バルムリ (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle ターゲット: PostgreSQL
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AWS 規範的ガイダンス パターン
レガシー・アプリケーションを
Oracle Pro*CからECPGに移行

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

概要
SQL コードが埋め込まれているレガシーアプリケーションのほとんどは、Oracle Pro*C プリコンパイラ
を使用してデータベースにアクセスします。これらの Oracle データベースを PostgreSQL 用の Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行
する場合、アプリケーションコードを PostgreSQL のプリコンパイラと互換性のある形式 (ECPG と呼ば
れる) に変換する必要があります。このパターンは、Oracle Pro*C コードを PostgreSQL ECPG の同等の
コードに変換する方法を示しています。 

Pro*C の詳細については、Oracle のドキュメントを参照してください。ECPG の簡単な紹介については、
「追加情報 (p. 1460)」セクションを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換のデータベース
• オンプレミスで稼働している Oracle データベース

Tools
• PostgreSQL パッケージは次のセクションにリストされています。
• AWS CLI — AWS Command Line Interface (CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェル

のコマンドを使って AWS サービスと対話することができます。最小限の設定で、コマンドプロンプト
から、ブラウザベースの AWS マネジメントコンソールで提供される機能と同等の機能を実装する AWS 
CLI コマンドを実行できます。

叙事詩
CentOS または RHEL でビルド環境を設定する

タスク 説明 必要なスキル

PostgreSQL パッケージをインス
トールします。

次のコマンドを使用して必要な 
PostgreSQL パッケージをインス
トールします。

yum update -y
yum install -y yum-utils
rpm -ivh https://
download.postgresql.org/
pub/repos/yum/reporpms/EL-8-
x86_64/pgdg-redhat-repo-
latest.noarch.rpm
dnf -qy module disable 
 postgresql

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア

ヘッダーファイルとライブラリ
をインストールします。

次のコマンドを使用し
て、postgresql12-develヘッ

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル
ダーファイルとライブラリを含
むパッケージをインストール
します。ランタイム環境での
エラーを避けるため、開発環境
とランタイム環境の両方にパッ
ケージをインストールしてくだ
さい。

dnf -y install postgresql12-
devel
yum install ncompress zip 
 ghostscript jq unzip wget 
 git -y

開発環境のみ、次のコマンドを
実行してください。

yum install zlib-devel make 
 -y
ln -s /usr/pgsql-12/bin/
ecpg /usr/bin/

環境パス変数を設定します。 PostgreSQL クライアントライブ
ラリの環境パスを設定します。

export PATH=$PATH:/usr/
pgsql-12/bin

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア

必要に応じて追加のソフトウェ
アをインストールします。

必要に応じて、オラクル
のSQL*Loaderの代わりに
PGLoaderをインストールしてく
ださい。

wget -O /etc/yum.repos.d/
pgloader-ccl.repo https://
dl.packager.io/srv/opf/
pgloader-ccl/master/
installer/el/7.repo
yum install pgloader-ccl -y
ln -s /opt/pgloader-ccl/bin/
pgloader /usr/bin/

Pro*C モジュールから Java ア
プリケーションを呼び出す場合
は、Java をインストールしてく
ださい。

yum install java -y

ant をインストールして Java 
コードをコンパイルします。

yum install ant -y

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア
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Oracle Pro*CからECPGに移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS CLI のインストール. AWS CLI をインストールして、
アプリケーションから AWS シー
クレットマネージャーや Amazon 
S3 など、AWS サービスと対話
するコマンドを実行します。

cd /tmp/
curl "https://
awscli.amazonaws.com/awscli-
exe-linux-x86_64.zip" -o 
 "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
./aws/install -i /usr/local/
aws-cli -b /usr/local/bin --
update

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア

変換するプログラムを特定しま
す。

Pro*C から ECPG に変換するア
プリケーションを特定します。

アプリ開発者、アプリ所有者

Pro*C コードを ECPG に変換

タスク 説明 必要なスキル

不要なヘッダーを削除します。 、、な
どoci.h、PostgreSQLinclude
では必要のないヘッダーを削除
しますsqlda。oratypes

アプリ所有者、アプリ開発者

変数宣言を更新します。 EXEC SQLホスト変数として使
用されるすべての変数宣言にス
テートメントを追加します。

EXEC SQL VAR次のような宣言
をアプリケーションから削除し
てください。

EXEC SQL VAR query IS 
 STRING(2048);

アプリ開発者、アプリ所有者

ROWNUM 機能を更新してくだ
さい。

ROWNUMこの関数は PostgreSQL 
では使用できません。これを 
SQL クエリのROW_NUMBER
window 関数に置き換えてくださ
い。

プロ*C コード:

SELECT 
 SUBSTR(RTRIM(FILE_NAME,'.txt'),12) 
 INTO :gcpclFileseq   
FROM   (SELECT FILE_NAME  
FROM  DEMO_FILES_TABLE  
WHERE FILE_NAME    LIKE 
 '%POC%'  

アプリ開発者、アプリ所有者
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タスク 説明 必要なスキル
ORDER BY FILE_NAME DESC) 
 FL2  
WHERE ROWNUM <=1 ORDER BY 
 ROWNUM;

ECPG コード:

SELECT 
 SUBSTR(RTRIM(FILE_NAME,'.txt'),12) 
 INTO :gcpclFileseq   
FROM   (SELECT FILE_NAME , 
 ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY 
 FILE_NAME DESC) AS ROWNUM
FROM  demo_schema.DEMO_FILES_TABLE  
WHERE FILE_NAME    LIKE 
 '%POC%'
ORDER BY FILE_NAME DESC) 
 FL2  
WHERE ROWNUM <=1 ORDER BY 
 ROWNUM; 

エイリアス変数を使用するよう
に関数パラメーターを更新しま
す。

PostgreSQL では、関数パラメー
タをホスト変数として使用する
ことはできません。エイリアス
変数を使用してそれらを上書き
します。

プロ*C コード:

int processData(int 
 referenceId){ 
  EXEC SQL char 
 col_val[100]; 
  EXEC SQL select 
 column_name INTO :col_val 
 from table_name where 
 col=:referenceId;
}

ECPG コード:

int processData(int 
 referenceIdParam){ 
  EXEC SQL int referenceId = 
 referenceIdParam; 
  EXEC SQL char 
 col_val[100]; 
  EXEC SQL select 
 column_name INTO :col_val 
 from table_name where 
 col=:referenceId;
}

アプリ開発者、アプリ所有者
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Oracle Pro*CからECPGに移行

タスク 説明 必要なスキル

構造体タイプを更新します。 structtypedefタイプ変
数がホスト変数として使用
される場合は、EXEC SQL 
BEGINstructでタイプを
定義し、ENDブロックしま
す。structタイプが header 
(.h) ファイルで定義されている
場合は、EXEC SQL include ス
テートメントを使用してファイ
ルをインクルードします。

プロ*C コード:

ヘッダーファイル (demo.h)

struct s_partition_ranges
{ 
 char   sc_table_group[31]; 
 char   sc_table_name[31]; 
 char   sc_range_value[10];
};  
struct 
 s_partition_ranges_ind
{ 
  short    ss_table_group; 
  short    ss_table_name; 
  short    ss_range_value;
}; 

ECPG コード:

ヘッダーファイル (demo.h)

EXEC SQL BEGIN DECLARE 
 SECTION;
typedef struct  
{ 
  char   sc_table_group[31]; 
  char   sc_table_name[31]; 
  char   sc_range_value[10];
} s_partition_ranges;  
typedef struct  
{ 
  short    ss_table_group; 
  short    ss_table_name; 
  short    ss_range_value;
} s_partition_ranges_ind;  
EXEC SQL END DECLARE 
 SECTION;

Pro*C ファイル (demo.pc)

#include "demo.h"
struct s_partition_ranges 
 gc_partition_data[MAX_PART_TABLE] ;

アプリ開発者、アプリ所有者
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タスク 説明 必要なスキル
struct 
 s_partition_ranges_ind 
 gc_partition_data_ind[MAX_PART_TABLE] ;

ECPG ファイル (demo.pc)

exec sql include "demo.h"
EXEC SQL BEGIN DECLARE 
 SECTION;
s_partition_ranges 
 gc_partition_data[MAX_PART_TABLE] ;
s_partition_ranges_ind 
 gc_partition_data_ind[MAX_PART_TABLE] ;
EXEC SQL END DECLARE 
 SECTION;

カーソルから取得するようにロ
ジックを変更します。

配列変数を使用してカーソ
ルから複数の行を取得するに
は、使用するコードを変更しま
すFETCH FORWARD。

プロ*C コード:

EXEC SQL 
 char  aPoeFiles[MAX_FILES]
[FILENAME_LENGTH];
EXEC SQL FETCH 
 filename_cursor 
 into :aPoeFiles;

ECPG コード:

EXEC SQL 
 char  aPoeFiles[MAX_FILES]
[FILENAME_LENGTH];
EXEC SQL int fetchSize = 
 MAX_FILES;
EXEC SQL FETCH 
 FORWARD :fetchSize 
 filename_cursor 
 into :aPoeFiles;

アプリ開発者、アプリ所有者
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タスク 説明 必要なスキル

戻り値のないパッケージ呼び出
しを変更します。

戻り値のない Oracle パッケージ
関数は、インジケーター変数を
使用して呼び出す必要がありま
す。アプリケーションに同じ名
前の関数が複数含まれている場
合や、型が不明な関数が実行時
エラーを生成する場合は、値を
データ型にタイプキャストしま
す。

プロ*C コード:

void ProcessData (char 
 *data , int id)
{         
        EXEC SQL EXECUTE 
               BEGIN 
              
     pkg_demo.process_data 
 (:data, :id);                                                           
                           
               END; 
       END-EXEC;
}

ECPG コード:

void ProcessData (char 
 *dataParam, int idParam )
{ 
        EXEC SQL char *data 
 = dataParam; 
        EXEC SQL int id = 
 idParam; 
        EXEC SQL short 
 rowInd; 
        EXEC SQL short 
 rowInd = 0; 
        EXEC SQL SELECT 
 pkg_demo.process_data ( 
                       
 inp_data => :data::text, 
                       
 inp_id => :id 
               ) 
 INTO :rowInd;
}

アプリ開発者、アプリ所有者
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タスク 説明 必要なスキル

SQL_CURSOR 変数を書き換え
てください。

SQL_CURSOR変数とその実装を
書き直してください。

プロ*C コード:

/* SQL Cursor */
SQL_CURSOR      demo_cursor;
EXEC SQL 
 ALLOCATE :demo_cursor;
EXEC SQL EXECUTE 
  BEGIN 
      pkg_demo.get_cursor(    
   
        
 demo_cur=>:demo_cursor 
      ); 
  END;
END-EXEC;

ECPG コード:

EXEC SQL DECLARE demo_cursor 
 CURSOR FOR SELECT 
         * from 
    pkg_demo.open_filename_rc( 
            demo_cur=>refcursor 
          ) ;
EXEC SQL char 
 open_filename_rcInd[100];  
# As the below function 
 returns cursor_name as  
# return we need to use 
 char[] type as indicator.  
EXEC SQL SELECT 
 pkg_demo.get_cursor ( 
        demo_cur=>'demo_cursor' 
    ) 
 INTO :open_filename_rcInd;

アプリ開発者、アプリ所有者
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レガシー・アプリケーションを
Oracle Pro*CからECPGに移行

タスク 説明 必要なスキル

一般的な移行パターンを適用し
てください。

• PostgreSQL と互換性があるよ
うに SQL クエリを変更してく
ださい。

• ECPG でサポートされてい
ない場合は、匿名ブロックを
データベースに移動します。

• PostgreSQLdbms_application_info
でサポートされていないロ
ジックを削除します。

• EXEC SQL COMMITカーソル
が閉じた後にステートメント
を移動します。ループ中にク
エリを実行してカーソルから
レコードを取得すると、カー
ソルは閉じられ、「カーソ
ルが存在しません」というエ
ラーが表示されます。

• ECPG の例外処理と
エラーコードについて
は、PostgreSQL ドキュメント
の「エラー処理」を参照して
ください。

アプリ開発者、アプリ所有者

必要に応じてデバッグを有効に
します。

ECPG プログラムをデバッグ
モードで実行するには、メイン
関数ブロック内に次のコマンド
を追加します。

ECPGdebug(1, stderr); 

アプリ開発者、アプリ所有者

ECPG プログラムのコンパイル

タスク 説明 必要なスキル

ECPG 用の実行ファイルを作成
します。

という名前の埋め込み SQL 
C ソースファイルがある場合
はprog1.pgc、次の一連のコマ
ンドを使用して実行プログラム
を作成できます。

ecpg prog1.pgc
cc -I/usr/local/pgsql/
include -c prog1.c
cc -o prog1 prog1.o -L/usr/
local/pgsql/lib -lecpg

アプリ開発者、アプリ所有者

コンパイル用の make ファイル
を作成します。

次のサンプルファイルに示され
ているように、ECPG プログラ
ムをコンパイルするメイクファ
イルを作成します。

アプリ開発者、アプリ所有者
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レガシー・アプリケーションを
Oracle Pro*CからECPGに移行

タスク 説明 必要なスキル

CFLAGS ::= $(CFLAGS) -I/usr/
pgsql-12/include -g -Wall
LDFLAGS ::= $(LDFLAGS) -
L/usr/pgsql-12/lib -Wl,-
rpath,/usr/pgsql-12/lib
LDLIBS ::= $(LDLIBS) -lecpg
PROGRAMS = test  
.PHONY: all clean
%.c: %.pgc 
      ecpg $<
all: $(PROGRAMS)
clean: 
    rm -f $(PROGRAMS) 
 $(PROGRAMS:%=%.c) 
 $(PROGRAMS:%=%.o)

アプリケーションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

コードをテストします。 変換したアプリケーションコー
ドをテストして、正しく機能す
ることを確認します。

アプリ開発者、アプリ所有者、
テストエンジニア

関連リソース
• ECPG-C 言語での埋め込み SQL (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• エラーハンドリング (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• Oracle Pro*C/C++ プリコンパイラを使用する理由 (オラクルのドキュメント)

追加情報
PostgreSQL には ECPG という SQL プリコンパイラが組み込まれています。これは Oracle Pro*C プリコ
ンパイラと同等です。ECPG は、SQL 呼び出しを特殊な関数呼び出しに置き換えることで、SQL ステー
トメントが埋め込まれた C プログラムを標準 C コードに変換します。その後、出力ファイルは任意の C 
コンパイラツールチェーンで処理できます。

入力ファイルと出力ファイル

ECPG は、コマンドラインで指定した各入力ファイルを、対応する C 出力ファイルに変換します。入
力ファイル名にファイル拡張子がない場合は、.pgc が想定されます。ファイルの拡張子はに置き換えら
れ.c、出力ファイル名が作成されます。ただし、-oオプションを使用してデフォルトの出力ファイル名を
上書きすることができます。

入力ファイル名として dash (-) を使用すると、-oオプションを使用してオーバーライドしない限
り、ECPG はプログラムを標準入力から読み取り、標準出力に書き込みます。

ヘッダーファイル

PostgreSQL コンパイラーは、前処理された C コードファイルをコンパイルするとき
に、PostgreSQLinclude ディレクトリ内の ECPG ヘッダーファイルを検索します。そのため、-Iオプ
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ションを使用してコンパイラーに正しいディレクトリ (たとえば、-I/usr/local/pgsql/include) を
指定しなければならない場合があります。

[Libraries] (ライブラリ)

Embedded SQL で C コードを使用するプログラムは、libecpgライブラリとリンクする必要がありま
す。たとえば、リンカーオプションを使用できます -L/usr/local/pgsql/lib -lecpg。

変換された ECPG アプリケーションは、Embedded SQL library (ecpglib) を介してライブラリ内の関数
を呼び出し、標準のフロントエンド/バックエンドプロトコルを使用して PostgreSQL サーバーと通信しま
す。libpq

仮想生成カラムをオラクルから PostgreSQL に移行す
る

Veeranjaneyulu Grandhi (AWS) と Rajesh Madiwale (AWS) によって作成されました

環境: 本番稼働用 ソース: Oracle Database ターゲット: Amazon RDS for 
PostgreSQL または Aurora 
PostgreSQL との互換性

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon 
Aurora、アマゾン RDS、AWS 
DMS

概要
バージョン 12 (PG12) より前のバージョンの PostgreSQL では、次の 2 つの理由により、Oracle データ
ベースから PostgreSQL への移行時に仮想生成列の処理が困難でした。 

• 移行中は仮想列は表示されません。
• PostgreSQL はバージョン 12generate より前のバージョンではこの式をサポートしていませんでし

た。

AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して Oracle Database から PostgreSQL バージョン 
11 以前のデータにデータを移行すると、トリガー関数を使用して仮想生成列に値を入力できます。このパ
ターンは、この目的に使用できる Oracle データベースと PostgreSQL コードの例を示しています。AWS 
では、PostgreSQL Amazon Relational Database Service には Amazon Aurora PostgreSQL データベース
互換エディション (Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション) を使用できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• ソースの Oracle データベースとターゲットデータベース (Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora 

PostgreSQL-Compatible)
• PL/pgSQL コーディングの専門知識
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機能制限

• バージョン 12 より前の PostgreSQL バージョンにのみ適用されます。 
• Oracle データベースバージョン 11g 以降に適用されます。
• 仮想列はデータ移行ツールではサポートされていません。
• 同じテーブルで定義されている列にのみ適用されます。
• 仮想生成列が決定論的なユーザー定義関数を参照している場合、その列をパーティショニングキー列と

して使用することはできません。
• 式の出力はスカラー値でなければなりません。Oracle が提供するデータ型、ユーザー定義型LOB、また

はを返すことはできませんLONG RAW。
• 仮想列に対して定義されるインデックスは、PostgreSQL の関数ベースのインデックスと同等です。
• テーブル統計を収集する必要があります。

Tools
• pgAdmin 4 は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。このツールは、データベースオブジェ

クトの作成、保守、および使用を簡素化するグラフィカルインターフェイスを提供します。
• Oracle SQL Developerは、従来の導入環境とクラウド環境の両方でOracleデータベース内のSQLを処理

するための無料の統合開発環境です。 

エピック
ソースとターゲットのテーブルを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ソース Oracle データベーステー
ブルを作成します。

Oracle Database では、次のス
テートメントを使用して仮想生
成列を含むテーブルを作成しま
す。

CREATE TABLE 
 test.generated_column
( CODE NUMBER,
STATUS VARCHAR2(12) DEFAULT 
 'PreOpen',
FLAG CHAR(1) GENERATED 
 ALWAYS AS (CASE 
 UPPER(STATUS) WHEN 'OPEN' 
 THEN 'N' ELSE 'Y' END) 
 VIRTUAL VISIBLE
);

このソーステーブルで
は、STATUS列のデータは AWS 
DMS を介してターゲットデー
タベースに移行されます。た
だし、FLAGgenerate byこ
の列にはユーザー機能を使用し
て入力されるため、移行中は 
AWS DMS にはこの列が表示さ
れません。の機能を実装するに
はgenerated by、次のエピッ

DBA、アプリ開発者
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タスク 説明 必要なスキル
クに示すように、FLAGターゲッ
トデータベースのトリガーと関
数を使用して列に値を入力する
必要があります。

AWS 上でターゲットの 
PostgreSQL テーブルを作成しま
す。

次のステートメントを使用して 
PostgreSQL テーブルを作成しま
す。

CREATE TABLE 
 test.generated_column
( 
    code integer not null, 
    status character 
 varying(12) not null , 
    flag character(1)
);

この表では、status列は標準列
です。flag列は、status列の
データに基づいて生成された列
になります。

DBA、アプリ開発者

PostgreSQL で仮想列を処理するトリガー関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

PostgreSQL トリガーを作成しま
す。

PostgreSQL では、トリガーを作
成します。

CREATE TRIGGER 
 tgr_gen_column
AFTER INSERT OR 
 UPDATE OF status ON 
 test.generated_column
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION 
 test.tgf_gen_column();

DBA、アプリ開発者

PostgreSQL のトリガー関数を作
成します。

PostgreSQL では、トリガーのた
めの関数を作成します。この関
数は、アプリケーションまたは 
AWS DMS によって挿入または
更新される仮想列にデータを入
力し、データを検証します。

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 test.tgf_gen_column() 
 RETURNS trigger AS 
 $VIRTUAL_COL$
BEGIN
IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
IF (NEW.flag IS NOT NULL) 
 THEN
RAISE EXCEPTION 'ERROR: 
 cannot insert into column 

DBA、アプリ開発者
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タスク 説明 必要なスキル
 "flag"' USING DETAIL 
 = 'Column "flag" is a 
 generated column.';
END IF;
END IF;
IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
IF (NEW.flag::VARCHAR != 
 OLD.flag::varchar) THEN
RAISE EXCEPTION 'ERROR: 
 cannot update column 
 "flag"' USING DETAIL 
 = 'Column "flag" is a 
 generated column.';
END IF;
END IF;
IF TG_OP IN 
 ('INSERT','UPDATE') THEN
IF (old.flag is NULL) OR 
 (coalesce(old.status,'') !
= coalesce(new.status,'')) 
 THEN
UPDATE test.generated_column
SET flag = (CASE 
 UPPER(status) WHEN 'OPEN' 
 THEN 'N' ELSE 'Y' END)
WHERE code = new.code;
END IF;
END IF;
RETURN NEW;
END
$VIRTUAL_COL$ LANGUAGE 
 plpgsql;

AWS DMS を使用してデータ移行をテストする

タスク 説明 必要なスキル

レプリケーションインスタンス
の作成。

レプリケーションインスタンス
を作成するには、AWS DMS ド
キュメントの指示に従ってくだ
さい。レプリケーションインス
タンスは、ソースデータベース
とターゲットデータベースと同
じ仮想プライベートクラウド 
(VPC) 内に存在する必要があり
ます。

DBA、アプリ開発者

ソースとターゲットのエンドポ
イントを作成します。

エンドポイントを作成するに
は、AWS DMS ドキュメントの
指示に従ってください。

DBA、アプリ開発者

エンドポイントの接続をテスト
します。

VPC とレプリケーションインス
タンスを指定し、[Run test] を選
択することで、エンドポイント
の接続をテストできます。

DBA、アプリ開発者

フルロードタスクを作成して開
始します。

手順については、AWS DMS ド
キュメントの「タスクの作成」

DBA、アプリ開発者
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UTL_FILE 機能をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル
と「フルロードタスクの設定」
を参照してください。

仮想列のデータを検証します。 ソースとターゲットの仮想列に
あるデータを比較します。デー
タを手動で検証することも、こ
のステップ用のスクリプトを作
成することもできます。

DBA、アプリ開発者

関連リソース
• AWS Database Migration Service 開始 (AWS DMS ドキュメント)
• AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する (AWS DMS ドキュメント)
• PostgreSQL データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する方法 (AWS DMS ドキュメント)
• PostgreSQL で生成されたカラム (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• トリガー関数 (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• Oracle データベースの仮想カラム (Oracle ドキュメンテーション)

Aurora PostgreSQL 互換で Oracle UTL_FILE 機能を
セットアップする
ラケシュ・ラガブ（AWS）とアヌラーダ・チンタ（AWS）が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle ターゲット: Aurora PostgreSQL

R タイプ: 再構築 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行、インフラス
トラクチャ、データベース

AWS サービス: Amazon S3; 
Amazon Aurora

概要
オラクルからAmazon Web Services (AWS) クラウド上の Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディショ
ンへの移行の一環として、複数の課題に直面する可能性があります。たとえば、OracleUTL_FILE ユー
ティリティに依存するコードの移行は常に困難です。Oracle PL/SQLでは、UTL_FILEパッケージは基礎
となるオペレーティング・システムと連動して、読み取りや書き込みなどのファイル操作に使用されま
す。UTL_FILEこのユーティリティは、サーバーマシンシステムとクライアントマシンシステムの両方で
機能します。 

Amazon Aurora PostgreSQL 互換は、マネージドデータベースサービスです。そのため、データベース
サーバー上のファイルにアクセスすることはできません。このパターンでは、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) と Amazon AuroraUTL_FILE PostgreSQL互換の統合を順を追って説明します。この
統合により、サードパーティの抽出、変換、ロード (ETL) ツールやサービスを使用しなくてもファイルを
作成および使用できます。

オプションで Amazon CloudWatch モニタリングと Amazon SNS 通知を設定できます。

本番環境に実装する前に、このソリューションを徹底的にテストすることをお勧めします。
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UTL_FILE 機能をセットアップする

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) の専門知識
• PL/pgSQL コーディングに関する専門知識
• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Cluster
• S3 バケット

機能制限

このパターンには、OracleUTL_FILE ユーティリティの代わりとなる機能はありません。ただし、データ
ベースモダナイゼーションの目標を達成するために、手順とサンプルコードをさらに拡張することができ
ます。

製品バージョン

• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition 11.9

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
• アマゾン CloudWatch
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• Amazon S3

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、ソリューションの高レベルの表現を示しています。

1. ファイルはアプリケーションから S3 バケットにアップロードされます。
2. aws_s3このエクステンションは PL/pgSQL を使用してデータにアクセスし、そのデータを Aurora 

PostgreSQL 互換にアップロードします。

Tools
• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition は、フルマネージド型で PostgreSQL 互換の、ACID 

準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。ハイエンドの商用データベースのスピードと信頼性
を、オープンソースデータベースのコスト効率でご利用いただけます。

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツー
ルです。1 つのツールをダウンロードおよび設定するだけで、複数の AWS のサービスをコマンドライ
ンから制御し、スクリプトを使用してこうしたサービスを自動化することができます。

• アマゾン CloudWatch — アマゾンはAmazon CloudWatch S3のリソースと使用状況を監視しています。
• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。

このパターンでは、Amazon S3 は、Aurora PostgreSQL 互換クラスターとの間で消費および送信する
ファイルを受信および保存するためのストレージレイヤーを提供します。

• aws_s3 —aws_s3 このエクステンションは Amazon S3 と Aurora PostgreSQL 互換を統合しています。
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• Amazon SNS — Amazon SSimple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーとクライアン
ト間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。このパターンでは、Amazon SNS を使用して通
知を送信します。

• pgAdmin — pgAdmin は Postgres 用のオープンソース管理ツールです。pgAdmin 4 は、データベースオ
ブジェクトを作成、管理、および使用するためのグラフィカルインターフェイスを提供します。

Code

必要な機能を実現するために、UTL_FILEこのパターンではに類似した名前の関数が複数作成されま
す。追加情報セクションには、これらの関数のコードベースが含まれています。

コードでは、をテスト用 S3 バケットの名前に置き換えますtestaurorabucket。テスト用 S3 バケット
がある AWSus-east-1 リージョンに置き換えます。

叙事詩
Amazon S3 と Aurora PostgreSQL互換の統合

タスク 説明 必要なスキル

IAM ポリシーを設定します。 S3 バケットとその中のオブ
ジェクトへのアクセスを許可
する AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーを作
成します。コードについては、
「追加情報」セクションを参照
してください。

AWS 管理者、データベース管理
者

Amazon S3 アクセスロールを 
Aurora PostgreSQL に追加しま
す。

2 つの IAM ロールを作成しま
す。1 つは Amazon S3 への読
み取りアクセス用、もう 1 つの
ロールは書き込みアクセス用で
す。この 2 つのロールを Aurora 
PostgreSQL 互換クラスターにア
タッチします。 

• S3 エクスポート機能の 1 つの
役割

• S3Import 機能の 1 つの役割

詳細については、Amazon S3
へのデータのインポートとエ
クスポートに関する Aurora 
PostgreSQL 互換ドキュメントを
参照してください。

AWS 管理者、データベース管理
者

Aurora PostgreSQL互換で拡張機能をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

aws_commons エクステンション
を作成します。

aws_commonsaws_s3エクステ
ンションはエクステンションの
依存関係です。

DBA、開発者
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タスク 説明 必要なスキル

aws_s3 拡張機能を作成します。 aws_s3エクステンションは 
Amazon S3 と相互作用します。

DBA、開発者

Amazon S3 と Aurora PostgreSQL と互換性のある統合を検証

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 から Aurora 
PostgreSQL にファイルをイン
ポートするテストを行います。

Aurora PostgreSQL 互換への
ファイルのインポートをテスト
するには、サンプル CSV ファイ
ルを作成して S3 バケットにアッ
プロードします。CSV ファイル
に基づいてテーブル定義を作成
し、aws_s3.table_import_from_s3関
数を使用してファイルをテーブ
ルにロードします。

DBA、開発者

Aurora PostgreSQL から Amazon 
S3 へのファイルのエクスポート
をテストします。

Aurora PostgreSQL 互換から
のファイルのエクスポートを
テストするには、テストテー
ブルを作成してデータを入力
し、aws_s3.query_export_to_s3関
数を使用してデータをエクス
ポートします。

DBA、開発者

UTL_FILE ユーティリティを模倣するには、ラッパー関数を作成します。

タスク 説明 必要なスキル

utl_file_utility スキーマを作成しま
す。

このスキーマはラッパー関数を
まとめます。スキーマを作成す
るには、次のコマンドを実行し
ます。

CREATE SCHEMA 
 utl_file_utility;

DBA、開発者

ファイルタイプを作成します。 file_typeタイプを作成するに
は、次のコードを使用します。

CREATE TYPE 
 utl_file_utility.file_type 
 AS ( 
    p_path character 
 varying(30), 
    p_file_name character 
 varying
);

データベース管理者/開発者
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タスク 説明 必要なスキル

init 関数を作成します。 initこの関数は、bucketや
などの共通変数を初期化しま
すregion。コードについては、
「追加情報」セクションを参照
してください。

データベース管理者/開発者

ラッパー関数を作成します。 ラッパー関
数fopen、put_line、を作成
しますfclose。コードについて
は、「追加情報」セクションを
参照してください。

DBA、開発者

ラッパー関数をテストする

タスク 説明 必要なスキル

ラッパー関数を書き込みモード
でテストします。

ラッパー関数を書き込みモード
でテストするには、「追加情
報」セクションに記載されてい
るコードを使用してください。

DBA、開発者

ラッパー関数をアペンドモード
でテストします。

ラッパー関数をアペンドモード
でテストするには、「追加情
報」セクションに記載されてい
るコードを使用してください。

DBA、開発者

関連リソース
• Amazon S3 統合
• Simple Storage Service (Amazon S3)
• Aurora
• アマゾン CloudWatch
• Amazon SNS

追加情報
IAM ポリシーを設定する

次のポリシーを作成します。

ポリシー名 JSON

S3IntRead
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3integrationtest", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
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                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
         "arn:aws:s3:::testaurorabucket/*", 
         "arn:aws:s3:::testaurorabucket" 
            ] 
        } 
    ]
}

S3IntWrite
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3integrationtest", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject",             
     
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [               
  "arn:aws:s3:::testaurorabucket/*",        
         "arn:aws:s3:::testaurorabucket" 
            ] 
        } 
    ]
}

init 関数を作成する

bucketやなどの一般的な変数を初期化するにはregion、init次のコードを使用して関数を作成します。

CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.init( 
    ) 
    RETURNS void 
    LANGUAGE 'plpgsql' 

    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
BEGIN 
      perform set_config 
      ( format( '%s.%s','UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) 
      , 'us-east-1'::text 
      , false ); 

      perform set_config 
      ( format( '%s.%s','UTL_FILE_UTILITY', 's3bucket' ) 
      , 'testaurorabucket'::text 
      , false );
END;
$BODY$;

ラッパー関数を作成する

fopen、put_line、fcloseおよびラッパー関数を作成します。

フォン

CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.fopen( 
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    p_file_name character varying, 
    p_path character varying, 
    p_mode character DEFAULT 'W'::bpchar, 
    OUT p_file_type utl_file_utility.file_type) 
    RETURNS utl_file_utility.file_type 
    LANGUAGE 'plpgsql' 

    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
declare 
    v_sql character varying; 
    v_cnt_stat integer; 
    v_cnt integer; 
    v_tabname character varying; 
    v_filewithpath character varying; 
    v_region character varying; 
    v_bucket character varying;

BEGIN 
    /*initialize common variable */ 
    PERFORM utl_file_utility.init(); 
    v_region := current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) ); 
    v_bucket :=  current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 's3bucket' ) ); 
     
    /* set tabname*/ 
    v_tabname := substring(p_file_name,1,case when strpos(p_file_name,'.') = 0 then 
 length(p_file_name) else strpos(p_file_name,'.') - 1 end ); 
    v_filewithpath := case when NULLif(p_path,'') is null then p_file_name else 
 concat_ws('/',p_path,p_file_name) end ; 
    raise notice 'v_bucket %, v_filewithpath % , v_region %', v_bucket,v_filewithpath, 
 v_region; 
     
    /* APPEND MODE HANDLING; RETURN EXISTING FILE DETAILS IF PRESENT ELSE CREATE AN EMPTY 
 FILE */ 
    IF p_mode = 'A' THEN 
        v_sql := concat_ws('','create temp table if not exists ', v_tabname,' (col1 
 text)'); 
        execute v_sql; 

        begin 
        PERFORM aws_s3.table_import_from_s3  
            ( v_tabname,  
            '',   
            'DELIMITER AS ''#''',  
            aws_commons.create_s3_uri  
            (     v_bucket,  
                v_filewithpath , 
                v_region) 
            ); 
        exception 
            when others then 
             raise notice 'File load issue ,%',sqlerrm; 
             raise; 
        end; 
        execute concat_ws('','select count(*) from ',v_tabname) into v_cnt; 

        IF v_cnt > 0  
        then 
            p_file_type.p_path := p_path; 
            p_file_type.p_file_name := p_file_name; 
        else          
            PERFORM aws_s3.query_export_to_s3('select ''''',  
                            aws_commons.create_s3_uri(v_bucket, v_filewithpath, v_region)   
           
                              ); 
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            p_file_type.p_path := p_path; 
            p_file_type.p_file_name := p_file_name;         
        end if; 
        v_sql := concat_ws('','drop table ', v_tabname);         
        execute v_sql;             
    ELSEIF p_mode = 'W' THEN 
            PERFORM aws_s3.query_export_to_s3('select ''''',  
                            aws_commons.create_s3_uri(v_bucket, v_filewithpath, v_region)   
           
                              ); 
            p_file_type.p_path := p_path; 
            p_file_type.p_file_name := p_file_name; 
    END IF;     
     
EXCEPTION 
        when others then 
            p_file_type.p_path := p_path; 
            p_file_type.p_file_name := p_file_name; 
            raise notice 'fopenerror,%',sqlerrm; 
            raise;
END;
$BODY$;

putline

CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.put_line( 
    p_file_name character varying, 
    p_path character varying, 
    p_line text, 
    p_flag character DEFAULT 'W'::bpchar) 
    RETURNS boolean 
    LANGUAGE 'plpgsql' 

    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
/**************************************************************************
* Write line, p_line in windows format to file, p_fp - with carriage return
* added before new line.
**************************************************************************/
declare 
    v_sql varchar; 
    v_ins_sql varchar; 
    v_cnt INTEGER; 
    v_filewithpath character varying; 
    v_tabname  character varying; 
    v_bucket character varying; 
    v_region character varying;     

BEGIN 
 PERFORM utl_file_utility.init();

/* check if temp table already exist */ 

 v_tabname := substring(p_file_name,1,case when strpos(p_file_name,'.') = 0 then 
 length(p_file_name) else strpos(p_file_name,'.') - 1 end ); 

 v_sql := concat_ws('','select count(1) FROM pg_catalog.pg_class c LEFT JOIN 
 pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace where n.nspname like ''pg_temp_%'''  
                         ,' AND pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid) AND Upper(relname) = 
 Upper( ''' 
                         ,  v_tabname ,''' ) '); 
   
 execute v_sql into v_cnt; 
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  IF v_cnt = 0 THEN 
         v_sql := concat_ws('','create temp table ',v_tabname,' (col text)'); 
        execute v_sql; 
        /* CHECK IF APPEND MODE */ 
        IF upper(p_flag) = 'A' THEN 
            PERFORM utl_file_utility.init();                         
            v_region := current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) ); 
            v_bucket :=  current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 
 's3bucket' ) ); 
             
            /* set tabname*/             
            v_filewithpath := case when NULLif(p_path,'') is null then p_file_name else 
 concat_ws('/',p_path,p_file_name) end ;             
             
            begin 
               PERFORM aws_s3.table_import_from_s3  
                     ( v_tabname,  
                          '',   
                       'DELIMITER AS ''#''',  
                        aws_commons.create_s3_uri  
                           ( v_bucket,  
                               v_filewithpath,  
                               v_region    ) 
                    ); 
            exception 
                when others then 
                    raise notice  'Error Message : %',sqlerrm; 
                    raise; 
            end;     
        END IF;     
    END IF; 
    /* INSERT INTO TEMP TABLE */               
    v_ins_sql := concat_ws('','insert into ',v_tabname,' values(''',p_line,''')'); 
    execute v_ins_sql; 
    RETURN TRUE; 
    exception 
            when others then 
                raise notice  'Error Message : %',sqlerrm; 
                raise;
END;
$BODY$;

fclose

CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.fclose( 
    p_file_name character varying, 
    p_path character varying) 
    RETURNS boolean 
    LANGUAGE 'plpgsql' 

    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
DECLARE 
    v_filewithpath character varying; 
    v_bucket character varying; 
    v_region character varying; 
    v_tabname character varying; 
    v_sql character varying;
BEGIN 
      PERFORM utl_file_utility.init(); 
   
    v_region := current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) ); 
    v_bucket :=  current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 's3bucket' ) ); 
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    v_tabname := substring(p_file_name,1,case when strpos(p_file_name,'.') = 0 then 
 length(p_file_name) else strpos(p_file_name,'.') - 1 end ); 
    v_filewithpath := case when NULLif(p_path,'') is null then p_file_name else 
 concat_ws('/',p_path,p_file_name) end ; 

    raise notice 'v_bucket %, v_filewithpath % , v_region %', v_bucket,v_filewithpath, 
 v_region ; 
     
    /* exporting to s3 */ 
    perform aws_s3.query_export_to_s3 
        (concat_ws('','select * from ',v_tabname,'  order by ctid asc'),  
            aws_commons.create_s3_uri(v_bucket, v_filewithpath, v_region) 
        ); 
    v_sql := concat_ws('','drop table ', v_tabname); 
    execute v_sql;     
    RETURN TRUE;
EXCEPTION  
       when others then 
     raise notice 'error fclose %',sqlerrm; 
     RAISE;
END;
$BODY$;

セットアップ関数とラッパー関数をテストする

次の匿名コードブロックを使用して、設定をテストします。

書き込みモードをテストする

次のコードでは、S3s3inttest バケットにという名前のファイルを書き込みます。

do $$
declare
l_file_name varchar := 's3inttest' ;
l_path varchar := 'integration_test' ;
l_mode char(1) := 'W';
l_fs utl_file_utility.file_type ;
l_status boolean;

begin
select * from
utl_file_utility.fopen( l_file_name, l_path , l_mode ) into l_fs ;
raise notice 'fopen : l_fs : %', l_fs;

select * from
utl_file_utility.put_line( l_file_name, l_path ,'this is test file:in s3bucket: for test 
 purpose', l_mode ) into l_status ;
raise notice 'put_line : l_status %', l_status;

select * from utl_file_utility.fclose( l_file_name , l_path ) into l_status ;
raise notice 'fclose : l_status %', l_status;

end;
$$

追加モードをテストする

次のコードは、s3inttest前のテストで作成されたファイルに行を追加します。

do $$
declare
l_file_name varchar := 's3inttest' ;
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l_path varchar := 'integration_test' ;
l_mode char(1) := 'A';
l_fs utl_file_utility.file_type ;
l_status boolean;

begin
select * from
utl_file_utility.fopen( l_file_name, l_path , l_mode ) into l_fs ;
raise notice 'fopen : l_fs : %', l_fs;

select * from
utl_file_utility.put_line( l_file_name, l_path ,'this is test file:in s3bucket: for test 
 purpose : append 1', l_mode ) into l_status ;
raise notice 'put_line : l_status %', l_status;

select * from
utl_file_utility.put_line( l_file_name, l_path ,'this is test file:in s3bucket : for test 
 purpose : append 2', l_mode ) into l_status ;
raise notice 'put_line : l_status %', l_status;

select * from utl_file_utility.fclose( l_file_name , l_path ) into l_status ;
raise notice 'fclose : l_status %', l_status;

end;
$$

Amazon SNS 通知

オプションで Amazon S3 バケットにAmazon CloudWatch Storing と Amazon SNS 通知を設定できます。
詳細については、「Amazon S3 のモニタリング」と「Amazon SNS 通知のセットアップ」を参照してく
ださい。

Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL に移行した
後にデータベースオブジェクトを検証する
ベンカトラマナ・チンタ (AWS) とエドゥアルド・ヴァレンティム (AWS) によって作成されました

R タイプ:リアアーキテクト ソース:リレーショナル 対象:Amazon Aurora 
PostgreSQL、Amazon RDS for 
PostgreSQL

作成者:AWS 環境:PoC またはパイロット テクノロジー:データベース、移
行

ワークロード:オラクル AWS サービス:Amazon Aurora

概要
このパターンは、Oracデータベースを Amazon Aurora PostgreSQL step-by-step 互換エディションエディ
ションに移行した後でオブジェクトを検証するアプローチを示しています。Oracデータベースを Amazon 
Aurora PostgreSQL 互換エディションエディションに移行した後でオブジェクトを検証するアプローチで
す。Oracデータベースを

このパターンは、データベースオブジェクト検証の使用シナリオと手順の概要を示しています。詳細につ
いては、AWS Database ブログの「AWS SCT と AWS DMS を使用した移行後のデータベースオブジェク
トの検証」を参照してください。
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前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行されたオンプレミスのののの Oracデータベース。Aurora 

PostgreSQL 互換データベースに移行されたオンプレミスののの Oracデータベース。 
• Aurora PostgreSQL と互換性のあるデータベース用の Amazon RDSDataFullAccess ポリシーが適用され

たサインイン認証情報。 
• このパターンでは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) コンソールで使用できる 

Aurora サーバーレス DB クラスター用のクエリエディターを使用します。ただし、このパターンは他の
クエリエディタでも使用可能です。 

機能制限

• Oracle SYNONYM オブジェクトは PostgreSQL では使用できませんが、ビューまたは SET search_path 
クエリによって部分的に検証できます。

• Amazon RDS クエリエディタは、特定の AWS リージョン、および特定の MySQL および PostgreSQL 
バージョンでのみ使用できます。

アーキテクチャ

Tools
Tools

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、フルマネージド型で PostgreSQL 互換の、ACID 準
拠のリレーショナルデータベースエンジンです — フルマネージド型で PostgreSQL 互換の、ACID 準拠
のリレーショナルデータベースエンジンです。ハイエンドの商用データベースのスピードと信頼性を、
オープンソースデータベースのシンプルさとコスト効率でご利用いただけます。ハイエンドの商用デー
タベースのスピードと信頼性を、オープンソースデータベースのシンプルさとコスト効率でご利用いた
だけます。ハイエンドの商用データベースのスピードと信頼性を、オープンソースデータベースのシン
プルさとコスト効率によりご提供します。ハイエンドの商用データベースのスピードと

• Amazon RDS — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用すると、AWS クラウドで
リレーショナルデータベースを簡単にセットアップ、運用、スケーリングできます。業界スタンダード
のリレーショナルデータベース向けに、費用対効果に優れたエクステンションを備え、一般的なデータ
ベース管理タスクを管理します。

• Aurora Severless のクエリエディタ — クエリエディタを使用すると、Amazon RDコンソールで SQL ク
エリを実行できます。Aurora Serless DBクラスターでは、データ操作やデータ定義のステートメントも
含めて、任意の有効な SQL ステートメントステートメントを実行できます。

オブジェクトを検証するには、「添付ファイル」セクションの「オブジェクト検証スクリプト」ファイル
にあるスクリプト全体を使用してください。次の表を参考にしてください。

オラクル・オブジェクト 使用するスクリプト

パッケージ Query 1

テーブル Query 3

ビュー クエリ 5
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シーケンス クエリ 7

トリガー  クエリ 9

プライマリキー クエリ 11

インデックス クエリ日日日

検査制約 クエリ月日日

外部キー クエリ日日日

PostgreSQL オブジェクト 使用するスクリプト

パッケージ Query 2

テーブル クエリ 4

ビュー クエリ 6

シーケンス クエリ 8

トリガー クエリ 10

プライマリキー クエリ 12

インデックス クエリ月日日

検査制約 クエリ月月日

外部キー クエリ日日日

叙事詩
ソース Oracle データベース内のオブジェクトを検証

タスク 説明 必要なスキル

ソース Oracle データベースで
「パッケージ」検証クエリを実
行します。

「添付ファイル」セクションか
ら「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルをダウンロードし
て開きます。クライアントプロ
グラムを使用してソース Oracle 
データベースConnect。「オブ
ジェクト検証スクリプト」ファ
イルから「Query 1」検証スクリ
プトを実行します。重要:クエリ
には、「your_schema」の代わ
りに Oracle ユーザー名を入力し
てください。クエリ結果は必ず
記録してください。

開発者、DBA

「テーブル」検証クエリを実行
します。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 3」ス
クリプトを実行します。クエリ
結果は必ず記録してください。

開発者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル

「views&rdquor」検証クエリを
実行します。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 5」ス
クリプトを実行します。クエリ
結果は必ず記録してください。

開発者、DBA

「シーケンス」と「rdquor」カウ
ントの検証を実行します。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 7」ス
クリプトを実行します。クエリ
結果は必ず記録してください。

開発者、DBA

「トリガー」検証クエリを実行
します。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 9」ス
クリプトを実行します。クエリ
結果は必ず記録してください。

開発者、DBA

「主キー」検証クエリを実行し
ます。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 11」
スクリプトを実行します。ク
エリ結果は必ず記録してくださ
い。

開発者、DBA

「indexes&rdquor」検証クエリ
を実行します。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 13」
検証スクリプトを実行します。
クエリ結果は必ず記録してくだ
さい。

開発者、DBA

「制約の確認」検証クエリを実
行します。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 15」
スクリプトを実行します。ク
エリ結果は必ず記録してくださ
い。

開発者、DBA

「外部キー」検証クエリを実行
します。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 17」
検証スクリプトを実行します。
クエリ結果は必ず記録してくだ
さい。

開発者、DBA

ターゲット Aurora PostgreSQL 互換データベース内のオブジェクトを検証します

タスク 説明 必要なスキル

クエリエディターを使用し
て、ターゲットの Aurora 
PostgreSQL 互換データベース
Connect。

AWS マネジメントコンソール
にサインインして、Amazon RD
コンソールを開きます。右上
で、Aurora PostgreSQL 互換
データベースを作成した AWS 
リージョンを選択します。ナビ
ゲーションペインで、[データ
ベース] を選択し、ターゲットの 
Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースを選択します。[アクショ
ン] で [クエリ] を選択します。
重要:まだデータベースに接続

開発者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
していない場合は、[Connect to 
database (データベースに接続)] 
ページが開きます。次に、ユー
ザー名やパスワードなどのデー
タベース情報を入力する必要が
あります。

「パッケージ」検証クエリを実
行します。

「添付ファイル」セクション
の「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 2」ス
クリプトを実行します。クエリ
結果は必ず記録してください。

開発者、DBA

「テーブル」検証クエリを実行
します。

Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースのクエリエディターに戻
り、「オブジェクト検証スクリ
プト」ファイルから「Query 4」
スクリプトを実行します。クエ
リ結果は必ず記録してくださ
い。

開発者、DBA

「views&rdquor」検証クエリを
実行します。

Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースのクエリエディターに戻
り、「オブジェクト検証スクリ
プト」ファイルから「Query 6」
スクリプトを実行します。クエ
リ結果は必ず記録してくださ
い。

開発者、DBA

「シーケンス」と「rdquor」カウ
ントの検証を実行します。

Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースのクエリエディターに戻
り、「オブジェクト検証スクリ
プト」ファイルから「Query 8」
スクリプトを実行します。クエ
リ結果は必ず記録してくださ
い。

開発者、DBA

「トリガー」検証クエリを実行
します。

Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースのクエリエディターに
戻り、「オブジェクト検証スク
リプト」ファイルから「Query 
10」スクリプトを実行します。
クエリ結果は必ず記録してくだ
さい。

開発者、DBA

「主キー」検証クエリを実行し
ます。

Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースのクエリエディターに
戻り、「オブジェクト検証スク
リプト」ファイルから「Query 
12」スクリプトを実行します。
クエリ結果は必ず記録してくだ
さい。

開発者、DBA
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リホスト

タスク 説明 必要なスキル

「indexes&rdquor」検証クエリ
を実行します。

Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースのクエリエディターに
戻り、「オブジェクト検証スク
リプト」ファイルから「Query 
14」スクリプトを実行します。
クエリ結果は必ず記録してくだ
さい。

開発者、DBA

「制約の確認」検証クエリを実
行します。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 16」
スクリプトを実行します。ク
エリ結果は必ず記録してくださ
い。

開発者、DBA

「外部キー」検証クエリを実行
します。

「オブジェクト検証スクリプ
ト」ファイルから「Query 18」
検証スクリプトを実行します。
クエリ結果は必ず記録してくだ
さい。

開発者、DBA

ソースとターゲットのデータベース検証レコードを比較

タスク 説明 必要なスキル

両方のクエリ結果を比較して検
証します。

Oracle と Aurora の PostgreSQL 
互換データベースのクエリ結果
を比較して、すべてのオブジェ
クトを検証します。すべてが一
致すれば、すべてのオブジェク
トが正常に検証されたことにな
ります。

開発者、DBA

関連リソース
• AWS SCT と AWS DMS を使用した移行後のデータベースオブジェクトの検証
• Amazon Aurora 機能:PostgreSQL 互換エディション

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

リホスト
トピック

• Windows 上AWS Managed Services ワークロード前の取り込みアクティビティを自動化 (p. 1481)
• Micro Focusを使用して、複雑なレコードレイアウトのメインフレームデータファイルを変

換 (p. 1486)
• AWS への再ホスト移行中にファイアウォールリクエストの承認プロセスを作成する (p. 1497)
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• EC2 Windows インスタンスを取り込んで AWS Managed Services アカウントに移行する (p. 1501)
• アプリケーション移行サービスを使用して SAP ワークロードを Amazon EC2 上の SAP データベース

に移行する (p. 1506)
• F5 BIG-IP ワークロードを AWS クラウド上の F5 BIG-IP VE に移行 (p. 1511)
• オンプレミスの Go ウェブアプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に AWS Elastic Beanstalk に移

行します。 (p. 1517)
• SFTP 用 AWS Transfer を使用してオンプレミスの SFTP サーバーを AWS に移行する (p. 1521)
• AWS SFTP を使用してオンプレミスから Amazon S3 に少量のデータを移行する (p. 1526)
• オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への移行 (p. 1529)
• オンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 上の Oracle データベースを Amazon EC2 上の 

Oracle に移行する (p. 1533)
• Oracle Data Pume を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 に移行す

る (p. 1538)
• オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon EC2 に移行してください (p. 1543)
• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 データベースを Amazon EC2 に

移行します。 (p. 1548)
• オンプレミスの MySQL データベースを Amazon EC2 に移行してください (p. 1552)
• AWS クラウド:移行チェックリストでオンプレミスワークロードを再ホストする (p. 1556)
• BMC Discoveryクエリを使用して、移行計画に必要な移行データを抽出します (p. 1566)

Windows 上AWS Managed Services ワークロード前
の取り込みアクティビティを自動化

ジェイコブ・チャン (AWS)、カルバン・イー (AWS)、ドウェイン・ボーデロン (AWS) により作成

code repository:

• GitHub

環境: 本番稼働用 ソース: Windows Server 
Windows Server 2

ターゲット: AWS Managed 
Services

R タイプ: リホスト テクノロジー: 移行

AWS サービス: AWS 
CloudFormation; AWS Managed 
Services; AWS Systems 
Manager; Amazon S3

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、AWS Managed Services (AMS) は AMS ワークロードイン
ジェスト (WIGS) を使用して既存のワークロードを AMS マネージド VPC に移行します。このパターン
は、.NET や Windows のアップグレード、AMS が管理する Windows PowerShell WIGS の取り込み前検
証の実行など、一般的なワークロード前の取り込みアクティビティを自動化するソリューションを示して
います。このパターンは、実行結果の統一されたユーザーインターフェイスも提供します。取り込み前の
アクティビティを実行する AWS Systems Manager コマンドドキュメントを AWS CloudFormation テンプ
レートにパッケージ化します。このテンプレートは、Systems Manager 自体にアクセスしたり、AMS の
自動化処理と競合したりすることなく、繰り返しデプロイできます。

ビジネス背景
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AMS に移行するには、AMS コンポーネントを含む AMS Manager Amazon Machine Image (AMI) を使用し
て、新しい Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスをプロビジョンする必要がありま
す。既存のデータセンターで実行されているワークロードやアプリケーションは、これらの AMS AMI か
ら起動された新しい EC2 インスタンスに再デプロイする必要があります。プロセス中の膨大な量の手作業
を避けるため、AMSチームはAMSワークロードインジェスト（WIGS）ワークフローを構築して、カスタ
ムイメージを AMS にオンボーディングしました。

Windows インスタンスは、WIGS 処理を行う前にいくつかの前提条件を満たす必要があります。通
常、Windows PowerShell スクリプトを使用して必要な準備 (WIGS 準備) を行い、インスタンスが WIG に
対応しているかどうかを確認します (WIGS の取り込み前検証)。準備と検証のプロセスでは、エンジニア
が各サーバーに 15 ～ 30 分かけて手動でログインし、スクリプトを 1 つずつ実行する必要があります。

ビジネスドライバー

従来は、Systems Manager を使用すると、Windows PowerShell スクリプトの実行などの運用タスクを自
動化できます。ただし、リスクが高く、AMS による自動化とユーザーによる自動化の間で頻繁に競合が発
生するため、AMS では通常、ユーザーに Systems Manager へのアクセス権を付与しません。

AWS アプリケーション移行サービス (AWS MGN) を使用した一括移行では、C:\Program Files 
(x86)\AWS Replication Agent\post_launch folder通常、の Windows PowerShell スクリプトは
テストインスタンスまたはカットオーバーインスタンスの起動時に自動的に実行されます。ただし、これ
らのスクリプトは、インスタンスの起動時にすぐに実行されると、AMS の自動化と競合することがよくあ
ります。その結果、障害のトラブルシューティングに必要な実行結果が提供されないまま、起動が失敗す
る可能性があります。

このパターンによってこれらの問題に対処し、自動的に機能するソリューションを提供します。

前提条件と制限
前提条件

• AMS オンボーディングのアクティブな AWS アカウントが完了しました。
• AWS アカウントのAmazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。アカウントに制御できる 

S3 バケットがない場合は、変更リクエスト (RFC) を使用してバケットを作成します。
• ams-auto-prewigs-windowsリポジトリからダウンロードされた Prewigs_cfn.json テンプレート。
• このパターンを適用するサーバは、以下の要件を満たしている必要があります。

• Windows Server 2012 以降以降以降以降以降以降を実行してください。
• サンドボックス VPC 移行サブネットで起動しているか、起動する準備ができている。
• AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) をインストールしておきます。
• AWS Identity and Access Management (IAM) インスタンスプロファイルをアタッチしておきます。イ

ンスタンスプロファイルには、同じ AWS アカウントの S3 バケットからファイルをダウンロードする
アクセス許可が必要です。上記の要件を満たすインスタンスプロファイルは、通常、移行の初期設定
時にすでに確立されています。

• AWS Systems Manager Fleet Manager から確認できます。

機能制限

• WIG 導入前のアクティビティは、環境やビジネス要件によって異なります。特定のニーズに応じて、こ
のパターンを少し変更する必要がある場合があります。

製品バージョン

• パターンは、Windows Server 2012、2012 R2、2012 R2、2016、および 2019 以降でテストされていま
す。理論的には新しい Windows バージョンでも動作します。以前のバージョンの Windows では動作し
ません。
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アーキテクチャ
アーキテクチャ図が特に示しているのは、次の点です。

1. 準備が整っていないサーバーを含む移行サブネットを持つサンドボックス VPC。
2. CloudFormation テンプレートで使用されるスクリプトを格納する S3 バケット。
3. CloudFormation テンプレートは、Systems Manager のコマンドドキュメントをデプロイします。この

プロセスは、ステップが完了するまで繰り返されます。
4. インスタンスが準備され、WIGS の RFC が作成されます。
5. AMS 管理 VPC では、AMS 管理サブネットにはワークロードを取り込んだ後のサーバーが含まれま

す。

仕組み

• このパターンは AWS CloudFormation テンプレートにパッケージ化されているため、コードとしてのイ
ンフラストラクチャ (IaC) で繰り返しデプロイできます。このテンプレートは、この自動化を必要とす
る AWS アカウントごとに 1 回だけデプロイする必要があります。

• 自動化は、このパターンがデプロイされている AWS アカウントのタグキー AutoPreWIG を持つすべて
の EC2 インスタンスに適用されます。タグキー AutoPreWIG を持つ Amazon EC2 Windows インスタン
スを初めて起動すると、オートメーションによって次のタスクが実行されます。
1. Windows PowerShell をバージョン 5.1 に、.NET をバージョン 4.5.2 にアップグレードします。イン

スタンスは、既存の Windows PowerShell バージョンと.NET バージョンによっては、数回再起動す
ることがあります。再起動するたびに、アップグレードは完了するまで続行されます。このステップ
では、Windows CloudFormation PowerShell スクリプトから変更されたテンプレート内の埋め込み
コードと、サーバーの再起動に関する特定の Systems Manager ガイダンスを使用します。

2. Amazon S3 からダウンロードし、WIGS 用の Amazon EC2 Windows インスタンスを準備するために
カスタマイズした Windows PowerShell スクリプトを実行します。詳細については、「エピック」セ
クションを参照してください。

3. Windows WIGS PowerShell の取り込み前検証モジュールを AWS からインストールします。
4. Windows WIGS の取り込み前検証を実行し、その結果を Systems Manager ステートマネージャーに

表示できるようにします。

Tools
• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化とセットアップを支援す

るサービスです。必要なすべての AWS リソースとその依存関係を記述したを使用して、それらのリ
ソースをスタックとして起動および設定できます。このパターンでは、 CloudFormation テンプレート
を使用してリソースのデプロイを自動化します。

• AWS Managed Services — AWS Managed Services (AMS) は、AWS インフラストラクチャの継続的な
管理を提供するエンタープライズサービスです。AMS 環境のインフラストラクチャに加えられる変更
は、RFC を通じて行う必要があります。

• AWS Systems Manager — AWS Systems Manager (旧称 SSM) は、AWS 上のインフラストラクチャを
表示および制御するために使用できる AWS のサービスです。Systems Manager コンソールを使用する
と、複数の AWS サービスからの運用データを表示させ、AWS リソース全体に関わる運用タスクを自動
化できます。このパターンでは、Systems Manager を使用して実行前の WIG アクティビティの実行結
果を表示します。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、業界をリードするスケーラビリティ、
データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスで
す。このパターンでは、Amazon S3 CloudFormation を使用してテンプレートとダウンロードされた 
Windows PowerShell スクリプトを保存します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ワークロードの取り込み前のアクティビティを自動化

エピック
カスタム Windows PowerShell スクリプトを作成して追加タスクを自動化する

タスク 説明 必要なスキル

ビジネスニーズに基づいて、
サーバーに必要な変更を行いま
す。

取り込み前にサーバーに変更を
自動的に適用する必要がある場
合は、という名前の Windows 
PowerShell スクリプトを作成し
ますingestion-prep.ps1。 

重要: スクリプトには、サーバー
を再起動する指示が含まれてい
てはならず、管理者権限も必要
ありません。

PowerShell スクリプティング

AMS でサポートされていない
ソフトウェアを削除してくださ
い。

AMS では、WIGS を実行する
前に、ウイルス対策アプリケー
ションや VMware Tools などの
特定のソフトウェアを削除する
必要があります。 ingestion-
prep.ps1アンインストールをス
クリプトに含めます。サポート
されていないソフトウェアの詳
細については、AWS ドキュメン
トを参照してください。

PowerShell スクリプティング

CloudFormation テンプレートとオプションの Windows PowerShell スクリプトを Amazon S3 に
アップロードします。

タスク 説明 必要なスキル

S3 にフォルダを作成します。 このパターンをデプロイするの
と同じ AWS アカウントの S3 バ
ケットに、フォルダを作成しま
す。 

一般的な AWS

スクリプトをアップロードしま
す。

PreWIGs_CFN.jsonCloudFormation 
前のエピックで作成したテンプ
レートとingestion-prep.ps1
WindowsPowerShell スクリプト
を Amazon S3 フォルダにアップ
ロードします。

一般的な AWS

CloudFormation スタックのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

変更タイプを選択します。 AMS コンソールに移動し
て RFC を作成します。「
CloudFormation (CFN) テンプ

ジェネラルAMS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ワークロードの取り込み前のアクティビティを自動化

タスク 説明 必要なスキル
レートからスタックを作成」変
更タイプを使用してください。

CloudFormation テンプレートへ
のパスの実行パラメータを設定
します。

「実行設定」セクション
で、「追加設定」を展開しま
す。CloudFormation テンプ
レート S3 エンドポイントボッ
クスに URL を貼り付けます。 
CloudFormation

ジェネラルAMS

Amazon S3 フォルダへのパスを
指定します。

[パラメータ] で [名前]
ScriptSourceとして使用しま
す。Value には、Windows 
PowerShell スクリプトを含む S3 
フォルダーへのパスを入力しま
す。必ずs3://xxx URI の代わ
りにhttps://xxx URL を使用
し、/末尾にはを含めてくださ
い。

ジェネラルAMS

スタックをデプロイします。 スタックをデプロイするには、
[Create] を選択します。

ジェネラルAMS

RFC を AMS Ops にエスカレー
トします。

RFC は Systems Manager を使
用してリソースをデプロイし、
セキュリティレビューが必要な
ため、AMS Ops チームが手動で
実装する必要があります。RFC 
を作成すると、システムによっ
て自動的に拒否されます。RFC 
を選択し、「手動で実行してく
ださい」という内容を RFC に
追加します。RFC ID を書き留
め、サービスリクエストでエス
カレーションしてください。

ジェネラルAMS

インスタンスに自動化を適用する

タスク 説明 必要なスキル

インスタンスに AutoPre WiG タ
グを追加します。

この自動化を適用するすべての
インスタンスの ID を書き留め、
インスタンスが AMS によって
実装された自動化を完了するま
で少なくとも 30 分待ってくださ
い。自動 RFC を送信して、キー
として AutoPreWIG、値として 1
などの任意の文字列を含むタグ
を追加します。 

自動化は、タグを追加してから
数分後に適用されます。

ジェネラルAMS

自動化結果を確認します。 Systems Manager コンソール
を開き、[State Manager] (ス

ジェネラルAMS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
複雑なレコードレイアウトのメイ
ンフレームデータファイルを変換

タスク 説明 必要なスキル
テートマネージャー) を選択し
ます。AMS-Prewig-Prep-and-
Validation-Association という名
前のアソシエーション ID を選択
します。[実行履歴] タブでは、自
動化の結果を確認できます。

エラーを修正します。 自動化が失敗した場合は、その
実行 ID を選択します。EC2 イ
ンスタンスごとに実行結果を
表示できます。オートメーショ
ンの各ステップの詳細を確認
するには、「出力」を選択しま
す。特定の手順が失敗した場合
は、「出力」セクションと「エ
ラー」セクションの情報を使用
して問題を診断します。

マイグレーションエンジニア

AutoPreWiGs タグを削除しま
す。

重要: エラーを修正した
ら、AutoPre自動RFCを送信して
WiGタグを削除します。タグを削
除しないと、WIGS は機能しませ
ん。

ジェネラルAMS

準備されたインスタンスを取り込む

タスク 説明 必要なスキル

WIGのRFCを提出してくださ
い。

インスタンスがワークロー
ドを取り込む準備ができたの
で、WIGS の RFC を送信しま
す。

ジェネラルAMS

関連リソース
• AMS ワークロードインジェスト (WIGS)
• ワークロードの移行: Windows プレインジェスト検証
• AWS アプリケーション移行サービスクイックスタートガイド
• AWS を使い始める CloudFormation
• AWS Systems Manager をセットアップする

Micro Focusを使用して、複雑なレコードレイアウト
のメインフレームデータファイルを変換
ピーター・ウェストによって作成されました

環境:プロダクション ソース:メインフレーム EBCDIC 
データファイル

対象:マイクロフォーカス ASCII 
データファイル
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AWS 規範的ガイダンス パターン
複雑なレコードレイアウトのメイ
ンフレームデータファイルを変換

R タイプ:リホスト ワークロード:その他すべての
ワークロード

テクノロジー:移行、近代化

AWS サービス:Amazon EC2

概要
このパターンは、Micro Focus構造ファイルを使用して、テキスト以外のデータや複雑なレコードレイアウ
トを含むメインフレームデータファイルを、EBCDIC (拡張バイナリ符号化十進交換コード) 文字エンコー
ディングから ASCII (情報交換のための米国標準コード) 文字エンコーディングに変換する方法を示してい
ます。ファイルの変換を完了するには、次の手順を実行する必要があります。

1. メインフレーム環境のすべてのデータ項目とレコードレイアウトを記述する単一のソースファイルを用
意します。

2. Micro Focus Classicデータファイルツールまたはデータファイルツールの一部としてMicro Focusデー
タファイルエディタを使用して、データのレコードレイアウトを含む構造ファイルを作成します。構造
ファイルは非テキストデータを識別するので、メインフレームファイルを EBCDIC から ASCII に正し
く変換できます。

3. クラシックデータファイルツールまたはデータファイルツールを使用して構造ファイルをテストしま
す。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Windows 向けの Micro Focus エンタープライズデベロッパー、AWS メインフレームモダナイゼーショ

ンを通じて利用可能

製品バージョン

• Micro Focus エンタープライズサーバー 7.0 以降

Tools
• Micro Focus Enterprise Developerは、エンタープライズデベロッパーのあらゆる統合開発環境 (IDE) バ

リアントで作成されたアプリケーションの実行環境を提供します。
• Micro Focus クラシックデータファイルツールは、データファイルの変換、ナビゲーション、編集、作

成に役立ちます。クラシックデータファイルツールには、データファイルコンバーター、レコードレイ
アウトエディター、データファイルエディターが含まれます。

• Micro Focusデータファイルツールは、データファイルの作成、編集、移動に役立ちます。データファイ
ルツールには、データファイルエディタ、ファイル変換ユーティリティ、およびデータファイル構造コ
マンドラインユーティリティが含まれます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
複雑なレコードレイアウトのメイ
ンフレームデータファイルを変換

叙事詩
ソースファイルを準備してください。

タスク 説明 必要なスキル

ソースコンポーネントを特定し
ます。

テキスト以外のデータを含む再
定義を含め、ファイルに考えら
れるすべてのレコードレイアウ
トを特定します。

再定義を含むレイアウトがある
場合は、これらのレイアウト
を、データ構造の可能な各組み
合わせを説明する固有のレイア
ウトにする必要があります。通
常、データファイルのレコード
レイアウトは次のアーキタイプ
で記述できます。

• テキストデータのみのレコー
ドレイアウト

• 非テキストデータを含むレ
コードレイアウト

• REDEFINES句に従属する非テ
キストデータを含むレコード
レイアウト

複雑なレコードレイアウトを含
むファイル用にフラット化され
たレコードレイアウトを作成す
る方法の詳細については、「メ
インフレーム移行のためのASCII
環境でのEBCDICアプリケーショ
ンの再ホスティング」を参照し
てください。

アプリケーションデベロッパー

レコードのレイアウト条件を特
定します。

複数のレコードレイアウトを含
むファイルや、REDEFINES句
を含む複雑なレイアウトを含
むファイルの場合は、変換時に
使用するレイアウトを定義する
ために使用できるレコード内の
データと条件を指定します。こ
のタスクについては、これらの
ファイルを処理するプログラム
に精通している対象分野の専門
家 (SME) に相談することをお勧
めします。

たとえば、ファイルには、テキ
スト以外のデータを含む 2 つの
レコードタイプが含まれている
場合があります。ソースを調べ
ると、次のようなコードが見つ
かる可能性があります。

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

MOVE "M" TO PART-TYPE 
 MOVE "MAIN ASSEMBLY" TO 
 PART-NAME
MOVE "S" TO PART-TYPE 
 MOVE "SUB ASSEMBLY 1" TO 
 PART-NAME

このコードは、次の識別に役立
ちます。

• 「PART-TYPE」フィールド
は、レコードタイプを決定す
るために使用されます

• 「M-PART RECORD」には値
「M」が使われます

• 「S-PART RECORD」には
「S」という値が使われます

このフィールドで使用される値
を文書化して、レコードレイア
ウトをファイル内の正しいデー
タレコードに関連付けることが
できます。

ソースファイルをビルドしま
す。

ファイルが複数のソースファイ
ルにまたがって記述されてい
る場合、またはレコードレイア
ウトに REDEFINES句に従属す
る非テキストデータが含まれ
ている場合は、レコードレイア
ウトを含む新しいソースファイ
ルを作成します。新しいプログ
ラムでは、SELECT ステート
メントと FD ステートメントを
使用してファイルを記述する必
要はありません。プログラムに
は、Working-Storage内のレコー
ドの説明を01レベルとして含め
るだけで済みます。

注記:データファイルごとにソー
スファイルを作成することも、
すべてのデータファイルを記述
するマスターソースファイルを
作成することもできます。

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

ソースファイルをコンパイルし
ます。

ソースファイルをコンパイルし
てデータディクショナリを構築
します。EBCDIC 文字セット
を使用してソースファイルをコ
ンパイルすることをお勧めしま
す。IBMCOMP ディレクティ
ブまたは ODOSLIDE ディレク
ティブを使用している場合は、
これらのディレクティブをソー
スファイルでも使用する必要が
あります。

注:IBMCOMP は COMP フィー
ルドのバイトストレージに影響
し、ODOSLIDE は OCCURES 
VARYING 構造体のパディング
に影響します。これらのディ
レクティブが正しく設定されて
いないと、変換ツールはデータ
レコードを正しく読み取れませ
ん。その結果、変換されたファ
イルのデータが不正になりま
す。

アプリケーションデベロッパー

(オプション A) クラシックデータファイルツールを使用して構造ファイルを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ツールを起動し、辞書をロード
します。

1. Windows の [スタート] メ
ニューアイコンを選択し、
[Micro Focus Enterprise 
Developer] を検索して選択
し、[クラシックデータファイ
ルツール] を選択します。

2. [ファイル] を選択し、[レコー
ドレイアウト] を選択します。

3. [レイアウトを作成するファ
イルを選択] ダイアログボッ
クスの [ファイル名] で、以前
にソースファイルをコンパイ
ルしたときに作成された IDY 
(.idy) ファイルを選択しま
す。次に、[開く] を選択しま
す。

4. クラシックデータファイル
ツールが EBCDIC を使用して
いることを確認するには、IDY
ファイルが EBCDIC に設定さ
れ、Datatools が ANSI に設
定されている場合は、[データ
ファイルツール] ダイアログ

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
ボックスで [はい] を選択しま
す。

デフォルトのレコードレイアウ
トを作成します。

どの条件付きレイアウトにも一
致しないすべてのレコードに
は、デフォルトのレコードレイ
アウトを使用します。

1. レイアウトウィンドウでデー
タ構造を展開し、デフォルト
レイアウトに使用されている 
01 レベルを探します。

2. [01] を右クリックし、[新しい
レイアウト] を選択します。

3. 新規レコードレイアウトウィ
ザードダイアログボックス
で、「デフォルトレイアウ
ト」を選択し、「次へ」を選
択します。

4. [Finish] (終了) を選択します。

デフォルトのレイアウトがレイ
アウトペインに表示され、赤い
フォルダーアイコンで識別でき
ます。

アプリケーションデベロッパー
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複雑なレコードレイアウトのメイ
ンフレームデータファイルを変換

タスク 説明 必要なスキル

条件付きレコードレイアウトを
作成します。

条件付きレコードレイアウト
は、ファイル内に複数のレコー
ドレイアウトがある場合に使用
します。

1. レイアウトペインでデータ構
造を展開し、条件付きレイア
ウトに使用する 01 レベルを探
します。

2. [01] を右クリックし、[新しい
レイアウト] を選択します。

3. 「新規レコードレイアウト
ウィザード」ダイアログボッ
クスで、「条件付きレイアウ
ト」を選択し、「次へ」を選
択します。

4. [Finish] (終了) を選択しま
す。条件付きレイアウトがレ
イアウトペインに表示され、
黄色のフォルダーアイコンで
識別できます。

5. 条件付きレイアウトを展開
し、条件を設定するフィール
ドを右クリックして、[プロパ
ティ] を選択します。

6. フィールドプロパティダイ
アログボックスで、条件を
入力します。文字セットが
EBCDIC に設定されているこ
とを確認し、「OK」 を選択
します。 条件が設定されてい
るフィールドの横にチェック
マークが表示されます。

7. このレイアウトに条件を必要
とするその他のフィールドに
ついて、手順 5 ～ 6 を繰り返
します。

8. 追加する必要があるその他
の条件付きレイアウトについ
て、手順 1 ～ 6 を繰り返しま
す。

9. [ファイル] を選択し、[名前を
付けて保存] を選択して、構造
ファイルをディスクに保存し
ます。

アプリケーションデベロッパー

(オプション B) データファイルツールを使用して構造ファイルを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ツールを起動し、辞書をロード
します。

1. Windows の [スタート] メ
ニューアイコンを選択し、

アプリケーションデベロッパー
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ンフレームデータファイルを変換

タスク 説明 必要なスキル
[Micro Focus Enterprise 
Developer] を検索して選択
し、[データファイルツール] 
を選択します。

2. [ファイル]、[新規作成]、[構造
ファイル] を選択します。 

3. [開く] ダイアログボックスの 
[ファイル名] で、以前にソー
スファイルをコンパイルした
ときに作成された IDY (.idy) 
ファイルを選択します。次
に、[開く] を選択します。

4. データファイルツールが
EBCDICを使用していること
を確認するには、「デバッ
グファイル」セクションの
ドロップダウンメニューが
EBCDICに設定されているこ
とを確認します。

デフォルトのレコードレイアウ
トを作成します。

どの条件付きレイアウトにも一
致しないすべてのレコードに
は、デフォルトのレコードレイ
アウトを使用します。

1. 左側のペインの「使用可能な
レイアウト」セクションで、
データ構造を展開し、デフォ
ルトレイアウトに使用されて
いる 01 レベルを探します。

2. [01] を右クリックし、[既定の
レイアウトを作成] を選択しま
す。

デフォルトのレイアウトがレイ
アウトペインに表示され、青い
「D」アイコンで識別できます。

アプリケーションデベロッパー
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複雑なレコードレイアウトのメイ
ンフレームデータファイルを変換

タスク 説明 必要なスキル

条件付きレコードレイアウトを
作成します。

条件付きレコードレイアウト
は、ファイル内に複数のレコー
ドレイアウトがある場合に使用
します。

1. 右側のペインの「選択したレ
イアウト」セクションで、
データ構造を展開し、条件付
きレイアウトに使用されてい
る 01 レベルを探します。

2. [01] を右クリックし、[条件付
きレイアウトの作成] を選択し
ます。 条件付きレイアウトは
右側のレイアウトペインに表
示され、緑色の「C」アイコン
で識別できます。

3. 条件付きレイアウトを展開
し、条件を設定するフィール
ドを右クリックして、[プロパ
ティ] を選択します。

4. フィールドプロパティダイ
アログボックスで、条件を
入力します。文字セットが
EBCDIC に設定されているこ
とを確認し、「OK」 を選択し
ます。 条件が設定されている
フィールドの横に赤い「IF」
アイコンが表示されます。

5. このレイアウトに条件を必要
とするその他のフィールドに
ついて、手順 3 ～ 4 を繰り返
します。

6. 追加する必要があるその他
の条件付きレイアウトについ
て、手順 1 ～ 4 を繰り返しま
す。

7. [ファイル] を選択し、[名前を
付けて保存] を選択して、構造
ファイルをディスクに保存し
ます。

アプリケーションデベロッパー

(オプション A) クラシックデータファイルツールを使用して構造ファイルをテストする

タスク 説明 必要なスキル

EBCDIC データファイルをテス
トします。

ストラクチャーファイルを使用
して EBCDIC テストデータファ
イルを正しく表示できることを
確認します。

1. Windows の [スタート] メ
ニューアイコンを選択し、

アプリケーションデベロッパー
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複雑なレコードレイアウトのメイ
ンフレームデータファイルを変換

タスク 説明 必要なスキル
[Micro Focus Enterprise 
Developer] を探して選択し、
[クラシックデータツール] を
選択します。

2. [ファイル] を選択し、[開く] を
選択します。

3. [開く] ダイアログボックス
の [ファイル名] で、EBCDIC 
データセットを選択し、[開く] 
を選択します。

4. [ファイル]、[データファイル
エディタ]、[レコードレイアウ
トの読み込み] を選択します。

5. [開く] ダイアログボックスの 
[ファイル名] で、構造ファイ
ルを選択し、[開く] を選択し
ます。

6. 文字セットモードが EBCDIC 
に設定されていることを確認
するには、ドロップダウンメ
ニューが EBCDIC に設定され
ていることを確認します。左
側のペインで未処理のレコー
ドデータを、右のペインで
フォーマットされたデータが
表示されます。

7. さまざまなレコードを選択し
て、すべての形式が正しいレ
イアウトでレンダリングされ
るようにします。

(オプション B) データファイルツールを使用して構造ファイルをテストする

タスク 説明 必要なスキル

EBCDIC データファイルをテス
トします。

ストラクチャーファイルを使用
して EBCDIC テストデータファ
イルを正しく表示できることを
確認します。

1. Windows の [スタート] メ
ニューアイコンを選択し、
[Micro Focus Enterprise 
Developer] を探して選択し、
[データファイルツール] を選
択します。

2. [ファイル]、[開く]、[データ
ファイル] を選択します。

3. [データファイルを開く] ダイ
アログボックスの [ローカル] 
タブの [ファイル名] で、[ブラ
ウズ] を選択して EBCDIC テ

アプリケーションデベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
複雑なレコードレイアウトのメイ
ンフレームデータファイルを変換

タスク 説明 必要なスキル
ストファイルの場所を探しま
す。

4. 「構造ファイル (オプショ
ン)」で、「ブラウズ」 を選択
して構造ファイルの場所を探
します。

5. [ファイルの詳細] セクション
で、ファイルの詳細を入力
し、[エンコーディング] が
EBCDIC に設定されているこ
とを確認します。

6. 要件に応じて、「オープン共
有」または「オープンエクス
クルーシブ」モードのいずれ
かを選択します。

7. ツールバーの「外観」セク
ションのドロップダウンメ
ニューが EBCDIC に設定され
ていることを確認します。左
側のペインで未処理のレコー
ドデータが左側のペインで右
のペインでフォーマットされ
たデータが表示されます。

8. さまざまなレコードを選択し
て、すべての形式が正しいレ
イアウトでレンダリングされ
るようにします。

テストデータファイル変換

タスク 説明 必要なスキル

EBCDIC ファイルの変換をテス
トします。

1. Windows の [スタート] メ
ニューアイコンを選択し、
[Micro Focus Enterprise 
Developer] を探して選択し、
[クラシックデータツール] を
選択します。

2. [ツール] を選択し、[変換] を選
択します。

3. [データファイル変換] ダイア
ログボックスの [入力ファイ
ル] セクションの [ファイル
名] で、[ブラウズ] を選択して 
EBCDIC 入力ファイルを探し
て選択します。文字セットが
EBCDIC に設定されているこ
とを確認します。

4. 「文字セット変換」セクショ
ンで、「文字セットを変換
する」チェックボックスと
「レコードにはテキスト以

アプリケーションデベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
移行中のファイアウォールリク

エストの承認プロセスを作成する

タスク 説明 必要なスキル
外のデータ項目が含まれる」
チェックボックスをオンにし
ます。[変換するレイアウトを
選択] を選択し、[ブラウズ] を
選択して構造ファイルを探し
て選択します。

5. 「新規ファイル」セクション
の「ファイル名」に、作成す
る ASCII 出力ファイルのパス
とファイル名を入力します。
デフォルトでは、変換ツール
は入力ファイルと同じ形式
にデフォルト設定されます。
テストでは、オプションはデ
フォルト値のままにしておき
ます。

6. 「変換」を選択します。
7. 「(オプション A) クラシック

データファイルツールを使用
して構造ファイルをテストす
る」または「(オプション B) 
データファイルツールを使用
して構造ファイルをテストす
る」セクションの手順に従い
ます。ただし、EBCDIC ファ
イルではなく ASCII 出力ファ
イルをロードします。

8. EBCDIC ファイルと ASCII 
ファイルの両方をデータファ
イルエディタにロードし、
ファイルを並べて比較して変
換の正確さを確認します。

関連リソース
• マイクロフォーカス (マイクロフォーカスのドキュメント)
• メインフレームとレガシーコード (AWS ブログ記事)
• AWS Prescriptive Guidance (AWS ドキュメント)
• AWS ドキュメント (AWS ドキュメント)
• AWS ジェネラルリファレンス (AWS ドキュメント)
• AWS 用語集 (AWS ドキュメント)

AWS への再ホスト移行中にファイアウォールリクエ
ストの承認プロセスを作成する
作成者:スリカント・ランガヴァハラ (AWS)

R タイプ: リホスト 環境: 本番稼働用 テクノロジー: 移行
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AWS 規範的ガイダンス パターン
移行中のファイアウォールリク

エストの承認プロセスを作成する

ソース: のオンプレミスの ターゲット: AWS Cloud My

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドへの再ホスト移行に AWS アプリケーション移行サービスまたは
AWS クラウド移行ファクトリを使用する場合、前提条件の 1 つは TCP ポート 443 と 1500 を開いたまま
にしておくことです。通常、これらのファイアウォールポートを開くには、情報セキュリティ (InfoSec) 
チームの承認が必要です。

このパターンは、AWS InfoSec クラウドへの再ホスト移行中にチームからファイアウォールリクエスト
の承認を得るプロセスの概要を示しています。このプロセスを使用すると、 InfoSec コストと時間がかか
る可能性があるファイアウォールリクエストがチームによって拒否されるのを防ぐことができます。ファ
イアウォールリクエストプロセスでは、AWS 移行コンサルタントとリードが 2 つのレビューと承認のス
テップを経て、 InfoSec お客様やアプリケーションチームと協力してファイアウォールのポートを開きま
す。

このパターンは、お客様が組織の AWS コンサルタントまたは移行スペシャリストによる再ホスト移行を
計画していることを前提としています。このパターンは、組織にファイアウォール承認プロセスやファ
イアウォールリクエスト包括承認フォームがない場合に使用できます。詳細については、このパターン
の「制限事項」セクションを参照してください。アプリケーション移行サービスのネットワーク要件の詳
細については、アプリケーション移行サービスのドキュメントの「ネットワーク要件」を参照してくださ
い。

前提条件と制限
前提条件

• お客様の組織の AWS コンサルタントまたは移行スペシャリストによる計画的な再ホスト移行
• スタックの移行に必要なポートと IP 情報
• 既存およびfuture 状態アーキテクチャ図
• オンプレミスおよびターゲットインフラストラクチャ、ポート、 zone-to-zone トラフィックフローに関

するファイアウォール情報
• ファイアウォール要求レビューチェックリスト (添付)
• 組織の要件に従って構成されたファイアウォール要求文書
• ファイアウォールのレビュー担当者と承認者の連絡先リスト。以下の役割が含まれます。

• ファイアウォールリクエスト送信者 — AWS 移行スペシャリストまたはコンサルタント。ファイア
ウォールリクエストの送信者は、組織の移行スペシャリストになることもできます。

• ファイアウォールリクエストレビューアー — 通常、これは AWS からの単一窓口 (SPOC) です。
• ファイアウォールリクエスト承認者 — InfoSec チームメンバー。

機能制限

• このパターンは、一般的なファイアウォール要求承認プロセスを表しています。要件は組織によって異
なる場合があります。

• ファイアウォールリクエストドキュメントの変更を必ず追跡してください。

次の表に、このパターンの使用例を示します。

あなたの組織には既存のファイ
アウォール承認プロセスがあり
ますか?

あなたの組織には既存のファイア
ウォールリクエストフォームがあ
りますか?

推奨アクション
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AWS 規範的ガイダンス パターン
移行中のファイアウォールリク

エストの承認プロセスを作成する

はい はい AWS コンサルタントまたは移行
スペシャリストと協力して、組
織のプロセスを実装してくださ
い。

いいえ はい このパターンのファイアウォー
ル承認プロセスを使用してくだ
さい。AWS コンサルタントま
たは組織の移行スペシャリスト
に、ファイアウォールリクエス
ト包括承認フォームを送信して
ください。

いいえ いいえ このパターンのファイアウォー
ル承認プロセスを使用してくだ
さい。AWS コンサルタントま
たは組織の移行スペシャリスト
に、ファイアウォールリクエス
ト包括承認フォームを送信して
ください。

アーキテクチャ
次の図は、ファイアウォールリクエストの承認プロセスの手順を示しています。

Tools
Palo Alto Networksなどのスキャナーツールを使用したりSolarWinds、ファイアウォールやIPアドレスを分
析および検証したりすることができます。

叙事詩
ファイアウォールリクエストの分析

タスク 説明 必要なスキル

ポートと IP アドレスを分析しま
す。

ファイアウォール要求送信者
は、必要なファイアウォール
ポートと IP アドレスを把握する
ために初期分析を行います。こ
れが完了すると、 InfoSec チーム
が必要なポートを開いてIPアドレ
スをマッピングするように要求
されます。

AWS クラウドエンジニア、移行
スペシャリスト

ファイアウォールリクエストを検証

タスク 説明 必要なスキル

ファイアウォール情報を検証し
ます。

AWS InfoSec クラウドエンジ
ニアがチームとのミーティン
グをスケジュールします。この

AWS クラウドエンジニア、移行
スペシャリスト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
移行中のファイアウォールリク

エストの承認プロセスを作成する

タスク 説明 必要なスキル
会議中、エンジニアはファイア
ウォールの要求情報を調べて検
証します。

通常、ファイアウォール要求
送信者はファイアウォール要
求者と同じ人物です。この検
証フェーズは、承認者からの
フィードバックに基づいて何ら
かの確認や推奨が行われる場合
があります。

ファイアウォール要求文書を更
新してください。

InfoSec チームがフィードバック
を共有すると、ファイアウォー
ルリクエストドキュメントが編
集、保存、再アップロードされ
ます。このドキュメントは各反
復後に更新されます。

このドキュメントは、バージョ
ン管理された保存フォルダに
保存することをお勧めします。
つまり、すべての変更が追跡さ
れ、正しく適用されます。

AWS クラウドエンジニア、移行
スペシャリスト

ファイアウォールリクエストを送信

タスク 説明 必要なスキル

ファイアウォールリクエストを
送信します。

ファイアウォールリクエスト
承認者がファイアウォールの
包括承認リクエストを承認する
と、AWS クラウドエンジニアは
ファイアウォールリクエストを
送信します。リクエストでは、
開いておく必要のあるポート
と、AWS アカウントのマッピン
グと更新に必要な IP アドレスを
指定します。

ファイアウォールリクエストが
送信された後に、提案やフィー
ドバックを提供できます。この
フィードバックプロセスを自動
化し、定義済みのワークフロー
メカニズムを使用して編集内
容を送信することをお勧めしま
す。 

AWS クラウドエンジニア、移行
スペシャリスト

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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AWS 規範的ガイダンス パターン
EC2 Windows インスタンスを AMS 

アカウントにインジェストする

EC2 Windows インスタンスを取り込んで AWS 
Managed Services アカウントに移行する

アニル・クナパレディ (AWS) とベンカトラマナ・チンタ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション ソース:AWS クラウド内の VPC 対象:AWS Managed Services に
よって管理される VPC

R タイプ:リホスト ワークロード:マイクロソフト テクノロジー:移行、運用、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス、クラ
ウドネイティブ

AWS サービス:AWS Managed 
Services

概要
このパターンは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Windows インスタンスをAmazon Web 
Services (AWS) Managed Services (AMS) step-by-step アカウントに移行して取り込むプロセスを説明し
ています。AMS は、インスタンスをより効率的かつ安全に管理するのに役立ちます。AMSは運用上の柔軟
性を提供し、セキュリティとコンプライアンスを強化し、キャパシティの最適化とコスト削減を支援しま
す。

このパターンは、AMS アカウントのステージングサブネットに移行した EC2 Windows インスタンスから
始まります。このタスクを実行するには、AWS アプリケーション移行サービスなど、さまざまな移行サー
ビスとツールを利用できます。

AMS 管理環境を変更するには、特定の操作またはアクションの変更要求 (RFC) を作成して送信しま
す。AMS ワークロードインジェスト (WIGS) RFC を使用して、インスタンスを AMS アカウントにイン
ジェストし、カスタム Amazon マシンイメージ (AMI) を作成します。次に、別の RFC を送信して EC2 ス
タックを作成して AMS 管理の EC2 インスタンスを作成します。詳細については、AMS ドキュメントの
「AMS ワークロードインジェスト」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• AMS が管理するアクティブな AWS アカウント
• 既存のlanding zone
• AMS 管理の VPC を変更するための権限
• AMS アカウントのステージングサブネットにある Amazon EC2 Windows インスタンス
• AMS WIGS を使用してワークロードを移行するための一般的な前提条件の完了
• AMS WIGS を使用してワークロードを移行するための Windows 前提条件の完了

機能制限

• このパターンは Windows サーバーを運用する EC2 インスタンス用です。このパターンは、Linux など
他のオペレーティングシステムを実行しているインスタンスには適用されません。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
EC2 Windows インスタンスを AMS 

アカウントにインジェストする

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

AMS アカウントのステージングサブネットにある Amazon EC2 Windows インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

Amazon EC2 Windows インスタンスは、AWS Managed Services (AMS) で管理されています

ターゲットアーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。Amazon EC2 を使用して必要な仮想サーバーを起動し、スケールアウ
トまたはスケールインできます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、認証と使用を許可されているユーザーを制御し
て、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Managed Services (AMS) は、モニタリング、インシデント管理、セキュリティガイダンス、パッ
チサポート、AWS ワークロードのバックアップなど、AWS インフラストラクチャの継続的な管理を提
供することで、より効率的かつ安全な運用を支援します。

その他のサービス

• PowerShellは、Windows、Linux、および macOS で動作するマイクロソフトの自動化および構成管理プ
ログラムです。

叙事詩
インスタンスの設定を行う

タスク 説明 必要なスキル

DNS クライアントの設定を変更
します。

1. ソース EC2 インスタンスで、
管理者としてコマンドプロ
ンプトを開き、次のように
入力して Enter キーを押しま
す。gpedit.msc

2. ローカルグループポリシーエ
ディターで、[コンピューター
の構成]、[管理用テンプレー
ト]、[ネットワーク]、[DNS ク
ライアント] に移動します。

3. プライマリ DNS サフィック
スには、[未構成] を選択しま
す。

4. プライマリ DNS サフィックス
の権限委譲では、[未構成] を
選択します。 

マイグレーションエンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/?id=docs_gateway
https://github.com/PowerShell/PowerShell/tree/master/docs/learning-powershell


AWS 規範的ガイダンス パターン
EC2 Windows インスタンスを AMS 

アカウントにインジェストする

タスク 説明 必要なスキル

Windows Update の設定を変更し
ます。

1. ローカルグループポリシーエ
ディターで、[コンピューター
の構成]、[管理用テンプレー
ト]、[Windows コンポーネン
ト]、[Windows Update] に移動
します。

2. [イントラネットの Microsoft 
更新サービスの場所を指定] 
で、[未構成] を選択します。

3. [自動更新の設定] で、[未構成] 
を選択します。

4. [自動更新の検出頻度] には、
[未構成] を選択します。

5. ローカルグループポリシーエ
ディタを終了します。

マイグレーションエンジニア

ファイアウォールを有効にしま
す。

1. ソース EC2 インスタンスで、
管理者としてコマンドプロ
ンプトを開き、次のように
入力して Enter キーを押しま
す。services.msc

2. Windows サービスで、ファイ
アウォールを有効にします。

3. Windows サービスを閉じま
す。

マイグレーションエンジニア

AMS WIGS 用のインスタンスを準備します

タスク 説明 必要なスキル

インスタンスをクリーンアップ
して準備します。

1. 要塞ホストとローカル認証情
報を使用して、ステージング
サブネットの EC2 インスタン
スへ接続します。

2. AMS に必要のないレガシーソ
フトウェア、ウイルス対策ソ
フトウェア、バックアップソ
リューションをすべて削除し
ます。 

マイグレーションエンジニア

sppnp.dll ファイルを修復しま
す。

1. C:\Windows
\System32\sppnp.dll に移
動します。

2. sppnp.dllに名前を変
更 sppnp_old.dll。

3. 管理者認証情報を使用して 
PowerShell 、次のコマンドを
入力します。

dism /online /cleanup-
image /restorehealth

マイグレーションエンジニア
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アカウントにインジェストする

タスク 説明 必要なスキル
sfc /scannnow

4. EC2 Windows インスタンスを
再起動します。

Wig 導入前の検証スクリプトを
実行します。

1. AMS ドキュメントの「ワー
クロードのマイグレー
ション:Windows 統合前検
証」から Windows WIGS 
統合前検証 zip ファイル 
(windows-prewings-
valication.zip) をダウン
ロードしてください。

2. Windows の WIG 導入前検証
スクリプトを実行して、結果
を確認します。

3. 検証に失敗した場合は、問題
を修正し、検証が成功するま
で検証スクリプトを再実行し
ます。

マイグレーションエンジニア

フェイルセーフ AMI を作成しま
す。

WIG 前の検証に合格したら、次
のように統合前 AMI を作成しま
す。

1. [デプロイ]、[アドバンスス
タックコンポーネント]、
[AMI]、[作成] を選択します。

2. 作成中に、タグを追
加しますKey=Name, 
Value=APPLICATION-
ID_IngestReady。

3. AMI が作成されるまで待って
から、次に進んでください。

詳細については、AMS ドキュメ
ントの「AMI | 作成」を参照して
ください。

マイグレーションエンジニア

インスタンスの取り込みと検証

タスク 説明 必要なスキル

RFC を送信して、ワークロード
インジェストスタックを作成し
ます。

AMS WIGS を開始するには、
変更リクエスト (RFC) を送信
してください。手順について
は、AMS ドキュメントの「ワー
クロードインジェストスタック:
作成」を参照してください。
これによりワークロードの取り
込みが開始され、バックアップ
ツール、Amazon EC2 管理ソフ
トウェア、ウイルス対策ソフト

マイグレーションエンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-migrate-instance-win-validation.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-migrate-instance-win-validation.html
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https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-migrate-instance-win-validation.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-migrate-instance-win-validation.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/ctref/deployment-advanced-ami-create.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-workload-ingest-col.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-workload-ingest-col.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-workload-ingest-col.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
EC2 Windows インスタンスを AMS 

アカウントにインジェストする

タスク 説明 必要なスキル
ウェアなど、AMS に必要なすべ
てのソフトウェアがインストー
ルされます。

移行が成功したことを確認しま
す。

ワークロードの取り込みが完了
すると、AMS で管理されたイン
スタンスと AMS に取り込まれた 
AMI が表示されます。

1. ドメイン認証情報を使用して 
AMS 管理インスタンスにログ
インします。

2. 以下のようにドメイン参加を
検証します。
a. Windows エクスプローラで 

[この PC] を右クリックし
て、[プロパティ] を選択し
ます。

b. デバイス仕様セクション
で、ドメインがフルデバイ
ス名に表示されていること
を確認します。

3. ソースとターゲットのディス
クドライブを検証します。

マイグレーションエンジニア

ターゲット AMS アカウントでインスタンスを起動する

タスク 説明 必要なスキル

RFC を送信して EC2 スタックを
作成します。

1. AMS に取り込まれた 
Windows インスタンスの AMI 
を使用して、AMS ドキュメ
ントの「EC2 スタックインス
タンスの作成」の指示に従っ
て EC2 スタックの RFC を
準備します。EC2 スタック 
RFC には、サーバー名、タ
グ、ターゲット VPC、ター
ゲットサブネット、インス
タンスタイプ、ターゲットセ
キュリティグループ、取り込
み AMI、ロールなど、すべて
のパラメータを指定します。

2. EC2 スタックの RFC を送信
し、インスタンスが正常に作
成されるのを待ちます。

マイグレーションエンジニア

関連リソース
AWS Prescriptive Guidance

• Windows 上AWS Managed Services 事前ワークロード取り込みアクティビティを自動化
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https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/ctexguide/ex-ec2-create-col.html
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/automate-pre-workload-ingestion-activities-for-aws-managed-services-on-windows.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
アプリケーション移行サービスを使
用して SAP ワークロードを移行する

• Python を使用して AMS で RFC を自動的に作成する

AMS ドキュメンテーション

• AMS ワークロードインジェスト
• 移行によってリソースがどのように変わるか
• ワークロードの移行:標準プロセス

マーケティングリソース

• AWS Managed Services
• AWS Managed Services に関するよくある質問
• AWS Managed Services リソース
• AWS Managed Services 機能

アプリケーション移行サービスを使用して SAP ワー
クロードを Amazon EC2 上の SAP データベースに移
行する

パベル・ルービン (AWS) とディエゴ・バルベルデ (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 ソース: オンプレミスの SAP 
ASE データベース

ターゲット: Amazon EC2 のデー
タベース

R タイプ: リホスト ワークロード: SAP テクノロジー: Migration Service

AWS サービス: AWS Application 
Migration Service

概要
このパターンは、AWS Application Migration Service (Amazon EC2) (Amazon EC2) (Amazon EC2) に SAP 
ワークロードを移行するには、AWS Application Migration Service Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
を使用します。Application Migration Serviceは、ブロックレベルのレプリケーションを使用してソースと
継続的に同期するレプリケーションボリュームを維持することにより、カットオーバーを容易にします。

SAPワークロードには、SAPカスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）、SAPエンタープ
ライズ・リソース・プランニング（ERP）、SAP S/4HANAが含まれます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンター内の Linux または Windows 用の SAP アダプティブサーバーエンタープラ

イズ (ASE) ソースデータベース

機能制限
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/automatically-create-an-rfc-in-ams-using-python.html?did=pg_card&trk=pg_card
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ams-workload-ingest.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-migrate-changes.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/mp-migrate-stack-process.html
http://aws.amazon.com/managed-services/
http://aws.amazon.com/managed-services/faqs/
http://aws.amazon.com/managed-services/resources/
http://aws.amazon.com/managed-services/features/
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• ターゲットオペレーティングシステムは Amazon EC2 でサポートされている必要があります。詳細につ
いては、Amazon EC2 のよくある質問を参照してください。

製品バージョン

• SAP ASE のバージョン 15.7 以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• SAP ASE のデータベース   

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EC2
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、オンプレミスサーバーからレプリケーションエージェントを介してアプリケーション移行サー
ビスエンドポイントへの移行を示しています。Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) エンドポ
イントを使用して、インストールファイルや設定ファイルにアクセスします。ステージングエリアと移行
されたリソースのサブネットには EC2 インスタンスが含まれ、データストレージは EBS ボリュームにあ
ります。ポート TCP 443 は、ソースマシンネットワークをアプリケーション移行サービスに接続し、ス
テージングエリアのサブネットをアプリケーション移行サービス、Amazon EC2、および Amazon S3 リー
ジョナルエンドポイントに接続するために使用されます。ポート TCP 1500 は、ローカルネットワークと
ステージングエリア間のデータ複製に使用されます。

Tools
• AWS アプリケーション移行サービスを使用すると、アプリケーションを変更せずに、最小限のダウンタ

イムで AWS クラウドに再ホスト (lift-and-shift) できます。
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するためのブロックレ

ベルのストレージボリュームを提供します。

叙事詩
Application Migration Service

タスク 説明 必要なスキル

Application Migration Service SAP ASE データベースをデプ
ロイする AWS リージョンで
Application Migration Service 
(Application Migration Service) 
を初期化します。AWS では、
各リージョンのアプリケーショ
ン移行サービスのページに初め
て移動したときに、自動セット
アップが提供されます。

AWS 管理者
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http://aws.amazon.com/ec2/faqs/
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タスク 説明 必要なスキル

サービスロールを手動で作成し
ます。

(オプション) 自動化 (AWS 
Control Tower など) を使用して
アカウントを設定する場合は、
インストール、レプリケーショ
ン、起動に必要な 6 つの AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) ロールを手動で作成でき
ます。手順については、AWS 
ドキュメントを参照してくださ
い。

AWS 管理者

レプリケーション設定テンプ
レートを作成します。

レプリケーション設定テンプ
レートは、サブネット、インス
タンスタイプ、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) の暗
号化、およびデータのルーティ
ング方法を定義します。詳細な
設定情報については、AWS ド
キュメントを参照してくださ
い。

一般的な AWS

エージェントインストール用の認証情報を生成

タスク 説明 必要なスキル

新規 IAM ユーザーを作成しま
す。

IAM コンソールで、「ユー
ザー」に移動し、「ユーザーを
追加」を選択し、ユーザーに名
前を割り当て、b を「プログラマ
ティックアクセス」に設定しま
す。

AWS システム管理者

IAM 
AWSApplicationMigrationAgentPolicy 
ユーザーにアタッチする。

AWSAWSApplicationMigrationAgentPolicy
管理ポリシーには、アプリケー
ション移行サービスエージェン
トのインストールを実行するた
めに必要な権限が含まれていま
す。

AWS システム管理者

AWS アクセスキー ID とシー
クレットアクセスキーを保存す
る。

アクセスキー ID とシークレット
アクセスキーは、エージェント
のインストール中に使用されま
す。

AWS システム管理者

アプリケーション移行サービスエージェントを SAP ソースマシンにインストールします。

タスク 説明 必要なスキル

SAP ソースマシンに Agent イン
ストーラーをダウンロードしま
す。

ソースオペレーティングシステ
ムに適した Agent インストーラ
をダウンロードします。ウィン
ドウズまたはリナックス。

Application One
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タスク 説明 必要なスキル

AWS レプリケーションエージェ
ントをインストールします。

ソースマシンでエージェントイ
ンストーラーファイルを実行
すると、最初にアクセスキー、
シークレットアクセスキー、お
よび複製先のリージョンの入力
を求められます。IAM ユーザー
の生成に使用したのと同じ認
証情報と、初期化時に設定した
のと同じリージョンを使用しま
す。

Application One

最初のデータ複製を待ってくだ
さい。

エージェントをインストールす
ると、ソースマシンがアプリ
ケーション移行サービスコン
ソールの [マシン] タブに表示さ
れます。

Application One

ターゲットマシンの起動テンプレートを設定します

タスク 説明 必要なスキル

ソースサーバーの Launch テンプ
レートを更新します。

各ソースサーバーは、ターゲッ
ト EC2 サーバーの設定を通知
する固有の EC2 Launch テンプ
レートを使用します。

一般的な AWS

デフォルトの起動テンプレート
のバージョンを設定します。

起動テンプレートに必要な変
更を加えたら、この更新バー
ジョンをデフォルトの起動テ
ンプレートとして使用するよ
うに指定します。詳細について
は、AWS ドキュメントを参照し
てください。

一般的な AWS

インスタンスタイプの適切なサ
イズ設定を無効にする。

(オプション) インスタンスタイ
プの適切なサイズ設定により、
ソース SAP サーバーの構成に
基づいてインスタンスタイプ
の推奨が自動的に提供されま
す。Launch テンプレートでカス
タマイズされたインスタンスタ
イプを指定できるように、この
設定をオフにすることをお勧め
します。

一般的な AWS

テストを実行する

タスク 説明 必要なスキル

テスト起動を開始します。 アプリケーション移行サービス
コンソールで、1 つ以上のサー
バーを選択し、「テストとカッ
トオーバー」で」「テストイ

一般AWS、移行エンジニア、移
行リーダー
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用して SAP ワークロードを移行する

タスク 説明 必要なスキル
ンスタンスを起動」を選択しま
す。

変換と起動処理が完了するまで
お待ちください。

起動プロセスは [起動履歴] タブ
で確認できます。マシンが EC2 
インスタンスとして正常に起動
すると、[アラート] タブが [起動
済み] に更新されます。

 

テストは正常に完了すているこ
とを確認します。

リモートデスクトッププロトコ
ル (RDP) または SSH (Secure 
Shell) を使用して起動したインス
タンスConnect し、適切なアプ
リケーションチェックを実行し
ます。たとえば、SAP インター
フェイスにログインして機能を
検証します。

移行エンジニア、アプリオー
ナー

ソースライフサイクルを更新す
る。

テストが成功したら、[テストと
カットオーバー] タブでソース
マシンのライフサイクルを [カッ
トオーバー準備完了] に更新しま
す。

移行エンジニア、移行リーダー

Amazon EC2 ターゲットへのカットオーバーをスケジュールして実行する

タスク 説明 必要なスキル

カットオーバー期間をスケ
ジュールします。

  カットオーバーリード、移行
リード、アプリオーナー

カットオーバー起動を開始しま
す。

1 つまたは複数のサーバーを選択
します。「テストとカットオー
バー」タブで、アプリケーショ
ン移行サービスコンソールの
「テストとカットオーバー」で
「カットオーバーインスタンス
を起動」を選択します。

マイグレーションエンジニア

変換処理と起動処理が完了する
までお待ちください。

起動プロセスは [起動履歴] タブ
で確認できます。マシンが EC2 
インスタンスとして正常に起動
すると、[アラート] タブが [起動
済み] に更新されます。

 

カットオーバーが正常に完了す
ていることを確認します。

RDP または SSH を介して起動
したインスタンスConnect し、
適切なアプリケーションチェッ
クを実行します。

アプリオーナー、移行エンジニ
ア

ソースライフサイクルを更新す
る。

カットオーバーが成功した場合
は、[テストとカットオーバー] タ
ブの [カットオーバーの完了] を
選択して、ソースマシンのライ
フサイクルを更新します。

マイグレーションエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
F5 BIG-IP ワークロードを F5 BIG-IP VE に移行

関連リソース
リファレンス:

• AWS Application Migration Service
• AWS アプリケーション移行に関するよくある質問

動画

• AWS Application Migration Service

F5 BIG-IP ワークロードを AWS クラウド上の F5 BIG-
IP VE に移行
作成者:ウィル・バウアー (AWS)

ソース:F5 BIG-IP TMOS 13.1 以
降

ターゲット:AWS 上の F5 BIG-IP 
VE

R タイプ:リホスト

環境:プロダクション テクノロジー:移行、セキュリ
ティ、アイデンティティ、コン
プライアンス、ネットワーク

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:Amazon 
EC2、Amazon VPC、AWS 
Transit Gateway、ア
マゾン、 CloudFront 
CloudWatchアマゾン、AWS 
Global Accelerator、AWS 
CloudFormation

概要
Organizations は、俊敏性とレジリエンスを高めるために、Amazon Web Services (AWS) クラウドへの移
行を検討しています。F5 BIG-IPセキュリティおよびトラフィック管理ソリューションをAWS クラウドに
移行したら、俊敏性とエンタープライズアーキテクチャ全体にわたる価値の高い運用モデルの採用に集中
できます。

このパターンでは、F5 BIG-IPワークロードをAWS クラウド上のF5 BIG-IP仮想エディション（VE）ワー
クロードに移行する方法について説明します。ワークロードは、既存の環境を再ホストし、サービス検出
や API 統合などのリプラットフォーム機能を導入することで移行されます。AWS CloudFormation テンプ
レートは、ワークロードの AWS クラウドへの移行を迅速化します。

このパターンは、F5のセキュリティおよびトラフィック管理ソリューションを移行する技術エンジニア
リングチームおよび建築チームを対象としており、AWSAWS Prescriptive Guidance ウェブサイトの「F5 
BIG-IPからAWS クラウド上のF5 BIG-IP VEへの移行」ガイドに添付されています。

前提条件と制限
前提条件

• 既存のオンプレミスF5 BIG-IPワークロード。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
F5 BIG-IP ワークロードを F5 BIG-IP VE に移行

• BIG-IP VEバージョン用の既存のF5ライセンス。
• アクティブ AWS アカウント。
• 既存の仮想プライベートクラウド (VPC) は、NAT ゲートウェイまたは Elastic IP アドレス経由の出

力で設定され、Amazon Simple Storage Service (Amazon EC2)、AWS Security Token Service (AWS 
STS)、Amazon、Amazon (Amazon STS)、Amazon (Amazon S3)、Amazon (Amazon) CloudWatch への
アクセスが許可されます。また、モジュラー型でスケーラブルな VPC アーキテクチャのクイックスター
トを、デプロイメントの構成要素として変更することもできます。 

• 要件に応じて、1 つまたは 2 つの既存のアベイラビリティーゾーン。 
• 各アベイラビリティーゾーンに 3 つだけ既存のプライベートサブネット
• F5 GitHub リポジトリで入手可能な AWS CloudFormation テンプレート。 

移行中は、要件に応じて、次のものを使用することもできます。

• Elastic IPアドレスマッピング、セカンダリIPマッピング、ルートテーブルの変更を管理するためのF5 
Cloudフェイルオーバー拡張機能。 

• 複数のアベイラビリティーゾーンを使用する場合は、F5 Cloud Failover Extensionsを使用して仮想サー
バーへのElastic IPマッピングを処理する必要があります。

• 構成を管理するには、F5アプリケーションサービス3（AS3）、F5アプリケーションサービステンプ
レート（FAST）、またはその他のコードとしてのインフラストラクチャ（IaC）モデルの使用を検討す
る必要があります。IaC モデルで設定を準備し、コードリポジトリを使用することは、移行と継続的な
管理作業に役立ちます。

専門知識

• このパターンでは、1 つ以上の VPC を既存のデータセンターに接続する方法に精通している必要があり
ます。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの 「ネットワークから Amazon VPC への接続オプ
ション」を参照してください。 

• トラフィック管理オペレーティングシステム（TMOS）、ローカルトラフィックマネージャ（LTM）、
グローバルトラフィックマネージャ（GTM）、アクセスポリシーマネージャ（APM）、アプリケーショ
ンセキュリティマネージャ（ASM）、アドバンストFirewall Manager（AFM）、BIG-IQなどのF5製品と
モジュールにも精通している必要があります。

製品バージョン

• このパターンはF5 BIG-IPバージョン12.1以降をサポートしていますが、F5 BIG-IPバージョン13.1以降
を使用することを推奨します。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• F5 ビッグIPワークロード

ターゲットテクノロジースタック

• アマゾン CloudFront
• アマゾン CloudWatch
• Amazon EC2
• Amazon S3
• Amazon VPC
• AWS Global Accelerator
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• AWS STS
• AWS Transit Gateway
• F5 ビッグヒップベッド

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン

グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたって管理できます。
• Amazon は、 CloudFront世界中に広がるデータセンターのネットワークを通じてウェブコンテンツを配

信することでウェブコンテンツの配信をスピードアップします。これにより、待ち時間が短縮され、パ
フォーマンスが向上します。   

• Amazon CloudWatch は、お客様が、AWS でリアルタイムに実行されるアプリケーションのメトリック
スをモニタリングするのに役立ちます。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グ容量を提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、スケールアップまたはスケールダウンでき
ます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかをコントロールし
て、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• AWS Security Token Service (AWS STS) は、ユーザー用の、権限が制限された一時的な認証情報をリク
エストするのに役立ちます。

• AWS Transit Gateway は、仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネットワークを接続する中
央ハブです。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来
のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメ
リットがあります。

叙事詩
発見と評価

タスク 説明 必要なスキル

F5 BIG-IPのパフォーマンスを評
価してください。

仮想サーバー上のアプリケー
ションのパフォーマンスメト
リックと、移行されるシステム
のメトリックを収集して記録し
ます。これにより、対象の AWS 
インフラストラクチャを正確に
サイジングしてコストを最適化
できます。

F5 アーキテクト、エンジニア、
ネットワークアーキテクト、エ
ンジニア

F5 BIG-IPオペレーティングシス
テムと構成を評価します。

移行するオブジェクトと、VLAN 
などのネットワーク構造を維持
する必要があるかどうかを評価
します。

F5 アーキテクト、エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

F5のライセンスオプションを評
価してください。

どのライセンスと消費モデルが
必要かを評価してください。こ
の評価は、F5 BIG-IPオペレー
ティングシステムと構成に対す
る評価に基づいて行う必要があ
ります。

F5 アーキテクト、エンジニア

公開アプリケーションを評価し
てください。

パブリック IP アドレスを必要と
するアプリケーションを決定し
ます。これらのアプリケーショ
ンを必要なインスタンスとクラ
スターに合わせて、パフォーマ
ンスとサービスレベル契約 (SLA) 
の要件を満たすようにします。

F5アーキテクト、クラウドアー
キテクト、ネットワークアー
キテクト、エンジニア、アプリ
ケーションチーム

内部アプリケーションを評価し
ます。

内部ユーザーがどのアプリケー
ションを使用するかを評価しま
す。これらの内部ユーザーが組
織内のどこにいるのか、またそ
れらの環境が AWS クラウドにど
のように接続されているのかを
必ず把握しておいてください。
また、これらのアプリケーショ
ンがデフォルトドメインの一部
としてドメインネームシステム 
(DNS) を使用できることも確認
する必要があります。

F5アーキテクト、クラウドアー
キテクト、ネットワークアー
キテクト、エンジニア、アプリ
ケーションチーム

AMI を確定する すべての F5 BIG-IP バージョ
ンが、Amazon Machine Image 
(AMI) として作成されるわけで
はありません。特定のクイッ
クフィックスエンジニアリング
（QFE）バージョンが必要な場
合は、F5 BIG-IPイメージジェネ
レータツールを使用できます。
このツールの詳細については、
「関連リソース」セクションを
参照してください。

F5 アーキテクト、クラウドアー
キテクト、エンジニア

インスタンスタイプとアーキテ
クチャを完成させます。

インスタンスタイプ、VPC アー
キテクチャ、相互接続アーキテ
クチャを決定します。

F5 アーキテクト、クラウドアー
キテクト、ネットワークアーキ
テクト、エンジニア

セキュリティとコンプライアンス関連のアクティビティを完備

タスク 説明 必要なスキル

既存のF5セキュリティポリシー
を文書化します。

既存のF5セキュリティポリシー
を収集して文書化します。必
ず安全なコードリポジトリにそ
れらのコピーを作成してくださ
い。

F5 アーキテクト、エンジニア
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タスク 説明 必要なスキル

AMI を暗号化します。 (オプション) 組織によっては、
保管中のデータの暗号化が必要
な場合があります。カスタムの
自分のライセンス使用イメージ 
(BYOL) の詳細については、「関
連リソース」セクションを参照
してください。

F5アーキテクト、エンジニア、
クラウドアーキテクト、エンジ
ニア

デバイスを強化してください。 これは潜在的な脆弱性からの保
護に役立ちます。

F5 アーキテクト、エンジニア

新しい AWS 環境を設定する

タスク 説明 必要なスキル

エッジアカウントとセキュリ
ティアカウントを作成します。

AWS マネジメントコンソール
にサインインし、エッジサービ
スやセキュリティサービスを提
供および運用する AWS アカウ
ントを作成する。これらのアカ
ウントは、共有サービスやアプ
リケーション用の VPC を運用
するアカウントとは異なる可能
性があります。このステップは
landing zone 一部として完了でき
ます。

クラウドアーキテクト、エンジ
ニア

エッジ VPC とセキュリティ VPC 
をデプロイします。

エッジサービスとセキュリティ
サービスを提供するために必要
な VPC をセットアップして設定
します。

クラウドアーキテクト、エンジ
ニア

ソースデータセンターConnect。 F5 BIG-IPワークロードをホス
トするソースデータセンター
Connect。

クラウドアーキテクト、ネット
ワークアーキテクト、エンジニ
ア

VPC 接続をデプロイします。 エッジとセキュリティサービス 
VPC をアプリケーション VPC 
Connect。

ネットワークアーキテクト、エ
ンジニア

インスタンスをデプロイしま
す。

「関連リソース」セクションの 
AWS CloudFormation テンプレー
トを使用してインスタンスをデ
プロイします。

F5 アーキテクト、エンジニア

インスタンスのフェイルオー
バーをテストして設定します。

AWS Advanced HA iApp テンプ
レートまたは F5 クラウドフェイ
ルオーバーエクステンションが
正しく設定され、動作している
ことを確認します。

F5 アーキテクト、エンジニア
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ネットワークを設定する

タスク 説明 必要なスキル

VPC トポロジを準備します。 Amazon VPC コンソールを開
き、VPC に F5 BIG-IP VE デプロ
イに必要なサブネットと保護が
すべて備わっていることを確認
します。

ネットワークアーキテクト、F5 
アーキテクト、クラウドアーキ
テクト、エンジニア

VPC エンドポイントを準備しま
す。

F5 BIG-IP ワークロードが TMM 
インターフェイス上の NAT ゲー
トウェイまたは Elastic IP ア
ドレスにアクセスできない場
合は、Amazon EC2、Amazon 
S3、および AWS STS 用の VPC 
エンドポイントを準備します。

クラウドアーキテクト、エンジ
ニア

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

構成を移行します。 F5 BIG-IP 設定を AWS クラウド
上の F5 BIG-IP VE に移行しま
す。

F5 アーキテクト、エンジニア

セカンダリ IP を関連付けます。 仮想サーバーの IP アドレスは、
インスタンスに割り当てられた
セカンダリ IP アドレスと関係が
あります。セカンダリIPアドレス
を割り当て、「再割り当て/再割
り当てを許可」が選択されてい
ることを確認します。

F5 アーキテクト、エンジニア

テスト構成

タスク 説明 必要なスキル

仮想サーバー構成を検証しま
す。

仮想サーバーをテストします。 F5アーキテクト、アプリケー
ションチーム

操作を完了する

タスク 説明 必要なスキル

バックアップ戦略を作成しま
す。

フルスナップショットを作成す
るには、システムをシャットダ
ウンする必要があります。詳細
については、「関連リソース」
セクションの「F5 BIG-IP仮想マ
シンの更新」を参照してくださ
い。

F5 アーキテクト、クラウドアー
キテクト、エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Elastic Beanstalk に Go ア

プリケーションを移行します

タスク 説明 必要なスキル

クラスターフェイルオーバーラ
ンブックを作成します。

フェイルオーバーランブックの
プロセスが完了していることを
確認します。

F5 アーキテクト、エンジニア

ロギングを設定して検証しま
す。

必要な宛先にログを送信するよ
うに F5 テレメトリストリーミン
グを設定します。

F5 アーキテクト、エンジニア

カットオーバーの完了

タスク 説明 必要なスキル

新しいデプロイメントに移りま
しょう。

  F5アーキテクト、クラウド
アーキテクト、ネットワーク
アーキテクト、エンジニア、 
AppTeams

関連リソース
移行ガイド

• AWS クラウドでの F5 BIG-IP から F5 BIG-IP VE への移行

F5 リソース

• F5 GitHub リポジトリの AWS CloudFormation テンプレート
• AWS Marketplace F5
• F5 ビッグIP VEの概要 
• クイックスタートの例-WAF (LTM + ASM) によるBIG-IPバーチャルエディション
• AWS 上のF5アプリケーションサービス:概要 (動画)
• F5 アプリケーションサービス 3 エクステンションユーザーガイド
• F5 クラウドドキュメント
• F5 iControl REST ウィキ
• F5 単一設定ファイルの概要 (11.x-15.x)
• F5 トポロジーラボ
• F5 ホワイトペーパー
• F5 BIG-IP イメージジェネレータツール
• F5 BIG-IP VE 仮想マシンのアップデート
• UCS アーカイブの「プラットフォーム移行」オプションの概要

オンプレミスの Go ウェブアプリケーションを AWS 
Elastic Beanstalk に AWS Elastic Beanstalk に移行し
ます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Elastic Beanstalk に Go ア

プリケーションを移行します

スハス・バサヴァラージ (AWS) とシュマズ・ムフタール・カジ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:アプリケーション 対象:Elastic Beanstalk

R タイプ:リホスト テクノロジー:移行、ウェブサイ
トとウェブアプリ

AWS サービス:AWS Elastic 
Beanstalk

概要
このパターンでは、オンプレミスの Go ウェブアプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に移行する方法
について説明します。アプリケーションを移行すると、Elastic Beanstalk はソースバンドルのバイナリを
ビルドして Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにデプロイします。

リホスト移行戦略としては、このパターンのアプローチは迅速で、コードを変更する必要がないため、テ
ストと移行の時間が短くなります。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• オンプレミスの Go ウェブアプリケーション。
• Go GitHub アプリケーションのソースコードを含むリポジトリ。を使用しない場合は GitHub、Elastic 

Beanstalk のアプリケーションソースバンドルを作成する他の方法があります。

製品バージョン

• Elastic Beanstalk がサポートしている最新の Go バージョン。詳細については、Elastic Beanstalk のド
キュメントを参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスの Go ウェブアプリケーション 

ターゲットテクノロジースタック

• AWS Elastic Beanstalk
• アマゾン CloudWatch

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS Elastic Beanstalk では、AWS クラウドでアプリケーションを迅速にデプロイして管理しま

す。Elastic Beanstalk は、選択肢を狭めたり制御を制限したりすることなく、管理の複雑さを軽減しま
す。

• GitHubオープンソースの分散型バージョン管理システムです。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Elastic Beanstalk に Go ア

プリケーションを移行します

叙事詩
Go Web アプリケーションソースバンドルの.zip ファイルの作成

タスク 説明 必要なスキル

Go アプリケーションのソースバ
ンドルを作成します。

Go GitHub アプリケーションの
ソースコードを含むリポジト
リを開き、ソースバンドルを
準備します。ソースバンドルに
は、Goapplication.go アプ
リケーションのメインパッケー
ジをホストするルートディレク
トリにソースファイルが含まれ
ています。を使用しない場合は 
GitHub、このパターンの前半の
「前提条件」セクションを参照
して、アプリケーションソース
バンドルを作成する他の方法を
確認してください。

システム管理者、アプリケー
ション開発者

設定ファイルを作成します。 .ebextensionsソースバ
ンドルにフォルダーを作成
し、options.configこのフォ
ルダー内にファイルを作成し
ます。詳細については、Elastic 
Beanstalk のドキュメントを参照
してください。

システム管理者、アプリケー
ション開発者

ソースバンドルの.zip ファイルを
作成します。

以下のコマンドを実行します。

git archive -o ../
godemoapp.zip HEAD

これにより、ソースバンドル
の.zip ファイルが作成されま
す。.zip ファイルをダウンロード
してローカルファイルとして保
存します。

重要:.zip ファイルは 512 MB を
超えてはなりません。また、親
フォルダまたは最上位ディレク
トリを含まない。

システム管理者、アプリケー
ション開発者

Elastic Beanstalk に Go ウェブアプリケーションを移行します

タスク 説明 必要なスキル

Elastic Beanstalk アプリケーショ
ンを選択します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして、Elastic 
Beanstalk コンソールを開きま
す。

システム管理者、アプリケー
ション開発者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Elastic Beanstalk に Go ア

プリケーションを移行します

タスク 説明 必要なスキル
2. リージョンリストから、お使

いの AWS リージョンを選択
します。

3. ナビゲーションペインで、[ア
プリケーション] を選択し、既
存の Elastic Beanstalk アプリ
ケーションを選択するか、ま
たはアプリケーションを作成
します。

Elastic Beanstalk アプリケー
ションを作成する方法について
は、Elastic Beanstalk のドキュメ
ントを参照してください。

Elastic Beanstalk ウェブサーバー
環境を開始します。

1. アプリケーションの概要ペー
ジで、[新しい環境の作成] を
選択し、[Web サーバー環境] 
を選択します。

2. [環境名] と [ドメイン名] 
フィールドに値を入力しま
す。

3. [プラットフォームバージョン] 
を選択し、プラットフォーム
として [Go] を選択します。

システム管理者、アプリケー
ション開発者

ソースバンドルの.zip ファイルを 
Elastic Beanstalk にアップロード
します。

1. [アプリケーションコード] で 
[コードをアップロード] を選
択し、[ローカルファイル] を
選択します。

2. ソースバンドルを含む.zip 
ファイルを選択します。

3. [バージョンラベル] で、ファ
イルに一意の名前を付けて、
[環境を作成] を選択します。

システム管理者、アプリケー
ション開発者

デプロイした Go ウェブアプリ
ケーションをテストします。

Elastic Beanstalk アプリケー
ションの概要ページにリダイ
レクトされます。概要の上部に
ある [環境 ID] の横で、末尾の 
URLelasticbeanstalk.com
を選択してアプリケーション
に移動します。アプリケーショ
ンでは、設定ファイル内でこ
の名前を環境変数として使用
し、Web ページに表示する必要
があります。

システム管理者、アプリケー
ション開発者
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トラブルシューティング

問題 解決策

Application Load Balancer からアプリケーション
にアクセスできない。

Elastic Beanstalk アプリケーションを含むター
ゲットグループを確認してください。異常があ
る場合は、Elastic Beanstalk インスタンスにログ
インし、nginx.confファイル設定をチェックし
て、正しいヘルスステータス URL にルーティング
されていることを確認します。ターゲットグルー
プのヘルスチェック URL を変更する必要がある場
合があります。

関連リソース
• Elastic Beanstalk がサポートしている Go プラットフォームのバージョン
• Elastic Beanstalk での設定ファイルの使用
• Elastic Beanstalk でのサンプルアプリケーションの作成 

SFTP 用 AWS Transfer を使用してオンプレミスの 
SFTP サーバーを AWS に移行する

作成者:アカシュ・クマール (AWS)

環境:プロダクション ソース:ストレージ ターゲット:Amazon S3

R タイプ:リホスト テクノロジー:移行、ストレージ
とバックアップ、ウェブサイト
とウェブアプリ

AWS サービス:Amazon 
S3、AWS Transfer Family、 
CloudWatch アマゾンログ

概要
このパターンでは、セキュアシェル (SSH) ファイル転送プロトコル (SFTP) を使用するオンプレミス
のファイル転送ソリューションを、AWS Transfer for SFTP サービスを使用してAmazon Web Services 
(AWS) クラウドに移行する方法について説明します。ユーザーは通常、ドメイン名または固定IPを使用し
てSFTPサーバーに接続します。このパターンは両方のケースをカバーします。

AWS Transfer for SFTP は AWS Transfer Family リーのメンバーです。これは SFTP を介して AWS スト
レージサービスとの間でファイルを転送するために使用できる安全な転送サービスです。AWS Transfer 
for SFTP は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) or Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 
で使用できます。このパターンでは、Amazon S3 を使用してストレージを使用します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
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• 既存の SFTP ドメイン名または固定 SFTP IP。

機能制限

• 1 回のリクエストで転送できるオブジェクトの最大サイズは、現在 5 GiB です。100 MiB を超えるファ
イルの場合は、Amazon S3 マルチパートアップロードの使用を検討してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスのフラットファイルまたはデータベースダンプファイル。

ターゲットテクノロジースタック

• AWS Transfer for SFTP
• Amazon S3
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー
• Elastic IP アドレス
• セキュリティグループ
• CloudWatch アマゾンログ (オプション)

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

このパターンのターゲットアーキテクチャを自動化するには、添付の AWS CloudFormation テンプレート
を使用してください。

• amazon-vpc-subnets.yml2 つのパブリックサブネットおよび2 つのプライベートサブネットを持つ 
Virtual Private Cloud (VPC) をプロビジョニングします。

• amazon-sftp-server.ymlSFTP サーバをプロビジョニングします。
• amazon-sftp-customer.ymlユーザーを追加します。

Tools
AWS サービス

• Amazon CloudWatch Logs は、すべてのシステム、アプリケーション、AWS サービスからのログ
を、AWS サービスから一元管理し、安全に保管するのに役立ちます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロール
し、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロールするのに役立ちます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。このパターンでは、Amazon S3 をファイル
転送のストレージシステムとして使用します。

• SFTP 用 AWS Transfer では、SFTP プロトコルを介して AWS ストレージサービスとの間でファイルを
転送したり、AWS ストレージサービスからファイルを転送したりできます。
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• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、AWS リソースを、定義した仮想ネットワーク内で 
AWS リソースを起動するのに役立ちます。仮想ネットワークは、AWS のスケーラブルなインフラス
トラクチャを使用できるというメリットがあり、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ています。

叙事詩
VPC を作成する

タスク 説明 必要なスキル

サブネットを持つ VPC を作成し
ます。

Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) 
を開きます。2 つのパブリック
サブネットを持つ Virtual Private 
Cloud (VPC) を作成します。(2 
番目のサブネットは高可用性を
提供します。)

-または-

CloudFormation CloudFormation 
添付のテンプレートをコンソー
ルにデプロイしてamazon-vpc-
subnets.yml、このエピックの
タスクを自動化できます。

開発者、システム管理者

インターネットゲートウェイを
追加します。

インターネットゲートウェイを
プロビジョニングし、VPC にア
タッチします。

開発者、システム管理者

既存の IP を移行します。 Elastic IP アドレスに既存の IP ア
ドレスをアタッチします。アド
レスプールから Elastic IP アドレ
スを作成し、それを使用できま
す。

開発者、システム管理者

SFTP サーバをプロビジョニングする

タスク 説明 必要なスキル

SFTP サーバを作成します。 https://console.aws.amazon.com/ 
transfer/ で AWS Transfer Family 
コンソールを開きます。AWS
Transfer Family ドキュメントの
「サーバーのインターネット接
続エンドポイントを作成する」
の指示に従って、インターネッ
ト向けエンドポイントを備えた 
SFTP サーバーを作成します。エ
ンドポイントタイプには、VPC 
hosted を選択します。[アクセス] 
で [インターネット向け] を選択
します。[VPC] では、前のエピッ

開発者、システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
クで作成した VPC を選択しま
す。

-または-

CloudFormation CloudFormation 
添付のテンプレートをコンソー
ルにデプロイしてamazon-
sftp-server.yml、このエ
ピックのタスクを自動化できま
す。

ドメイン名を移行します。 既存のドメイン名をカスタムホ
スト名にアタッチします。新
しいドメイン名を使用する場合
は、Amazon Route 53 DNS エ
イリアスを使用してください。
既存のドメイン名の場合は、
「Other DNS」を選択します。
詳細については、AWS Transfer
Family ドキュメントの「カスタ
ムホスト名の使用」を参照して
ください。

開発者、システム管理者

CloudWatch ロギングロールを追
加します。

(オプション) CloudWatch 
ロギングを有効にする
場合は、 CloudWatch 
Logs API オペレーショ
ンlogs:CreateLogGroup、、logs:CreateLogStream logs:DescribeLogStreams、Transfer を
使用してロールを作成しま
すlogs:PutLogEvents。詳
細については、AWS Transfer 
CloudWatchFamily ドキュメント
の「アクティビティをログに記
録する」を参照してください。

開発者、システム管理者

保存および送信します。 [Save] (保存) を選択します。
「アクション」で「開始」を
選択し、SFTPサーバーが作成
され、ステータスが「オンライ
ン」になるまで待ちます。

開発者、システム管理者

Elastic IP アドレスをSFTP サーバにマッピングする

タスク 説明 必要なスキル

設定を変更できるようにサー
バーを停止します。

AWS Transfer Family コンソー
ルで [サーバー] を選択し、作
成した SFTP サーバーを選択し
ます。[Actions] (アクション) で 
[Stop] (停止) を選択します。サー
バーがオフラインの場合は、[編
集] を選択して設定を変更しま
す。

開発者、システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン

タスク 説明 必要なスキル

アベイラビリティーゾーンとサ
ブネットを選択します。

[アベイラビリティーゾーン] セク
ションで、VPC のアベイラビリ
ティーゾーンとサブネットを選
択します。

開発者、システム管理者

Elastic IP アドレスを追加しま
す。

IPv4 アドレスの場合は、サブ
ネットごとに Elastic IP アドレス
を選択し、[保存] を選択します。

開発者、システム管理者

ユーザーの追加

タスク 説明 必要なスキル

ユーザーが S3 バケットにアクセ
スするための IAM ロールを作成
します。

のTransfer IAM ロールを作成
し s3:ListBucket、 s3:GetBucketLocation、s3:PutObjectと 
S3 バケット名をリソースとし
て追加します。詳細について
は、AWS Transfer Family ドキュ
メントの「IAM ロールとポリ
シーの作成」を参照してくださ
い。

-または-

CloudFormation CloudFormation 
添付のテンプレートをコンソー
ルにデプロイしてamazon-
sftp-customer.yml、このエ
ピックのタスクを自動化できま
す。

開発者、システム管理者

S3 バケットを作成します。 アプリケーションの S3 バケット
を作成します。

開発者、システム管理者

オプションのフォルダーを作成
します。

(オプション) ユーザー用のファ
イルを特定の Amazon S3 フォル
ダに個別に保存する場合は、必
要に応じてフォルダを追加しま
す。

開発者、システム管理者

SSH パブリックキーを作成しま
す。

SSH key pair を作成するに
は、AWS Transfer Family ドキュ
メントの「SSH キーの生成」を
参照してください。

開発者、システム管理者

ユーザーを追加します。 AWS Transfer Family コンソー
ルで、[サーバー] を選択し、作
成した SFTP サーバーを選択し
て、[ユーザーを追加] を選択しま
す。ホームディレクトリには、
作成した S3 バケットを選択しま
す。[SSH public key] (SSH パブ
リックキー) に、SSH キーペアの
パブリックキー部分を指定しま

開発者、システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS SFTP を使用してデータを Amazon S3 に移行する

タスク 説明 必要なスキル
す。SFTP サーバにユーザを追加
し、[Add] を選択します。

SFTP サーバをテストする

タスク 説明 必要なスキル

セキュリティグループを更新し
ます。

SFTPサーバーのセキュリティグ
ループセクションで、テストマ
シンのIPを追加してSFTPアクセ
スを取得します。

デベロッパー

SFTP クライアントユーティリ
ティを使用してサーバーをテス
トします。

任意の SFTP クライアントユー
ティリティを使用してファイ
ル転送をテストします。クライ
アントのリストと手順について
は、AWS Transfer Family ドキュ
メントの「クライアントを使用
してファイルを転送する」を参
照してください。

デベロッパー

関連リソース
• AWS Transfer Family ユーザーガイド
• Amazon S3 ユーザーガイド
• Amazon EC2 ドキュメントの「エラスティック IP アドレス」

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS SFTP を使用してオンプレミスから Amazon S3 
に少量のデータを移行する

チャールズ・ギブソン (AWS) によって作成されました

R タイプ: リホスト ソース: ストレージ ターゲット: Amazon S3

作成者: AWS 環境: 本番稼働用 テクノロジー: ストレージとバッ
クアップ、移行

AWS サービス: Amazon S3
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS SFTP を使用してデータを Amazon S3 に移行する

概要
このパターンは、AWS Transfer for SFTP（AWS SFTP）を使用して、オンプレミスのデータセンターか
ら少量のデータセット（5 TB 以下）をアマゾンシンプルストレージサービス（Amazon S3）に移行する方
法を示しています。 データは、データベースダンプでもフラットファイルでもかまいません。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• データセンターと AWS の間に確立された AWS Direct Connect リンク

の制限事項

• データファイルは 5 TB 未満である必要があります。5 TB を超えるファイルの場合は、Amazon S3 への
マルチパートアップロードを実行するか、別のデータ転送方法を選択できます。 

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスのフラットファイルまたはデータベースダンプ

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon S3

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS SFTP — セキュアファイル転送プロトコル (SFTP) を使用して Amazon S3 との間でファイルを直

接転送できます。
• AWS Direct Connect — オンプレミスのデータセンターから AWS への専用ネットワーク接続を確立しま

す。
• VPC エンドポイント — AWS を使用してサポートされている AWS のサービスや VPC エンドポイン

トサービスに VPC PrivateLink をプライベートに接続できます。インターネットゲートウェイ、ネット
ワークアドレス変換 (NAT) デバイス、または AWS Direct Connect 接続は必要ありません。VPC のイン
スタンスでは、サービスのリソースと通信するためにパブリック IP アドレスを必要としません。

叙事詩
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

現在の SFTP 要件を文書化して
ください。

  アプリケーションオーナー、SA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS SFTP を使用してデータを Amazon S3 に移行する

タスク 説明 必要なスキル

認証要件を特定します。 要件には、キーベースの認証、
ユーザー名またはパスワー
ド、ID プロバイダー (IdP) が含
まれる場合があります。

アプリケーションオーナー、SA

アプリケーション統合要件を特
定します。

  アプリケーションオーナー

サービスを必要とするユーザー
を特定します。

  アプリケーションオーナー

SFTP サーバーエンドポイントの
DNS名を決定します。

  ネットワーク

バックアップ戦略を決定しま
す。

  SA、DBA (データが転送される
場合)

アプリケーションの移行または
カットオーバー戦略を特定しま
す。

  アプリケーションオー
ナー、SA、DBA

インフラストラクチャの設定

タスク 説明 必要なスキル

AWS アカウントに 1 つ以上の仮
想プライベートクラウド (VPC) 
とサブネットを AWS アカウント
で作成します。

  アプリケーションオー
ナー、AMS

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL) を作成します。

  セキュリティ、ネットワー
ク、AMS

S3 バケットを作成します。   アプリケーションオー
ナー、AMS

Identity and Access Management 
(IAM) ロールを作成します。

AWS SFTP を有効にするアク
セス権限を含む IAM ポリシー
を作成します。この IAM ポリ
シーは、SFTP ユーザーに提供す
るアクセスのレベルを決定しま
す。AWS SFTP との信頼関係を
確立するために、別の IAM ポリ
シーを作成します。

セキュリティ、AMS

登録済みドメインを関連付けま
す (オプション)。

独自の登録済みドメインを所
有している場合は、SFTP サー
バーに関連付けることができま
す。SFTP トラフィックは、ド
メインまたはサブドメインから 
SFTP サーバーエンドポイントに
ルーティングできます。

ネットワーキング、AMS

1528



AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への移行

タスク 説明 必要なスキル

SFTP サーバーを作成します。 サービスで使用する ID プロバ
イダータイプを指定して、ユー
ザーを認証します。

アプリケーションオー
ナー、AMS

SFTP クライアントを開きます。 SFTP クライアントを開
き、SFTP エンドポイントホス
トを使用するように接続を設定
します。AWS SFTP はあらゆ
る標準 SFTP クライアントを
サポートします。一般的に使用
される SFTP クライアントに
は、OpenSSH、WinSCP、サ
イバーダック、などがあります 
FileZilla。SFTP サーバーのホス
ト名は AWS SFTP コンソールか
ら取得できます。

アプリケーションオー
ナー、AMS

プランニングとテスト

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの移行を計画
します。

必要なアプリケーション構成の
変更を計画し、移行日を設定
し、テストスケジュールを決定
します。

アプリケーションオー
ナー、AMS

インフラストラクチャをテスト
します。

本番稼働用環境以外でテストし
ます。

アプリケーションオー
ナー、AMS

関連リソース
リファレンス:

• AWS Transfer for SFTP
• AWS Direct Connect のリソース 
• VPC エンドポイント

チュートリアルとビデオ

• AWS Transfer for SFTP 
• AWS Transfer for SFTP
• AWS SA ホワイトボード — ダイレクトConnect (ビデオ) 

オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への
移行

作成者:サンディープ・ボンドゥグラ (AWS)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への移行

R タイプ: リホスト ソース: アプリケーション開発 ターゲット: AWS Elastic 
Beanstalk

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイ
クロサービス、ウェブサイトと
ウェブアプリ、移行

ワークロード: オープンソース:オ
ラクル

AWS サービス: AWS Elastic 
Beanstalk

概要
このパターンは、オンプレミスの Oracle GlassFish サーバー上で実行されている Java アプリケーション
を AWS クラウドの AWS Elastic Beanstalk に移行する方法を示しています。 

AWS では、Java アプリケーションは、Amazon AWS Elastic Beanstalk Docker GlassFish サーバーElastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling。 

追加機能:

• Amazon Elastic Beanstalk は、いくつかの基礎となるリソースのラッパーとして機能します。Elastic 
Load Balancing（Amazon Route 53 からの受信トラフィックを処理する）を設定し、トラフィックを 1 
つ以上の EC2 インスタンスに分散させ、デプロイツールとしても機能します。

• オンプレミスデータベースを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行するには、
データベース接続の詳細を更新します。バックエンドデータベースでは、Amazon RDS Multi-AZ デプロ
イを設定し、データベースエンジンのタイプを選択できます。 

• 高可用性を実現するマルチ AZ 配置と Auto Scaling グループおよびスケーリングポリシーを組み合わせ
て耐障害性を向上させることができます。

• Amazon CloudWatch メトリックスに基づいてスケーリングポリシーを設定できます。
• AWS Elastic Beanstalk では、基礎となるElastic Load Balancing 設定と Amazon EC2 Auto Scaling を設

定できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 上で動作するオンプレミスの Java アプリケーション GlassFish 
• Java Web アプリケーションリソース (WAR) ファイル

製品バージョン

• オラクル・グラスフィッシュ 4.1.2 と 5.0
• ジャワ 7 GlassFish 4.0
• Java 8 GlassFish 4.1 またはそれ以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• で開発されたアプリケーション GlassFish
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への移行

ターゲットテクノロジースタック

• Elastic Beanstalk

ターゲットアーキテクチャ

導入ワークフロー

Tools
• Amazon Elastic Beanstalk — 

Java、Ruby、Ruby、Ruby、Ruby、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、Go、
およびサーバーにデプロイしてスケーリングするサービスです。Node.js

• Amazon CloudWatch — データと実用的なインサイトを利用して、アプリケーションのモニタリング、
システム全体のパフォーマンスの変化への対応、および運用状態の統合的な確認を行うことができま
す。

• Docker — ソフトウェアを標準化されたユニットにパッケージ化して、アプリケーションを迅速に構
築、テスト、デプロイするプラットフォーム。 

• Java — 汎用プログラミング言語。Java はクラスベースでオブジェクト指向であり、実装への依存性が
少なくなるように設計されています。

叙事詩
VPC をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

必要な情報を使用して、仮想プ
ライベートクラウド (VPC) イン
スタンスを作成します。

  SysAdmin

VPC では、少なくとも 2 つのサ
ブネットを作成します。

  SysAdmin

要件ごとにルートテーブルを作
成します。

  SysAdmin

Amazon S3 のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットを作成し
ます。

  SysAdmin

WAR ファイルを S3 バケットに
コピーして、アプリケーション
コードをアップロードします。

  SysAdmin
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への移行

IAM ロールの作成

タスク 説明 必要なスキル

AWS Identity Management (IAM) 
ロールを作成します。

デフォルトの「aws-
elasticbeanstalk-ec2 ロール」
プロファイルを使用すること
も、Elastic Beanstalk に自動的に
作成させることもできます。

SysAdmin

Elastic Beanstalk のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

Elastic Beanstalk ダッシュボード
を開きます。

  SysAdmin

新しいアプリケーションを作成
し、Web サーバー環境を選択し
ます。

  SysAdmin

事前設定されたプラットフォー
ムとして GlassFish Docker を選
択します。

  SysAdmin

コードをアップロードします。 ローカルシステムファイルの S3 
バケットファイルの URL または 
ZIP ファイルを指定します。

SysAdmin

環境タイプを選択します。 構成容量設定で、[シングルイン
スタンス] または [Load Balancer] 
を選択します。

SysAdmin

Load Balancer を設定します。 前のステップでLoad Balancer を
選択した場合は、マルチ AZ 配置
を設定します。

SysAdmin

[設定]、[セキュリティ設定] で、
以前に作成した IAM ロールを選
択します。

  SysAdmin

設定セキュリティ設定で、既存
のkey pair がある場合は、それ
を使用するか、新しい Amazon 
EC2 key pair を作成します。

  SysAdmin

構成監視設定で、Amazonを設定
します CloudWatch。

  SysAdmin

構成セキュリティ設定で、以前
に作成した VPC を選択します。

  SysAdmin

[環境の作成] を選択します。   SysAdmin
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルから Amazon EC2 への移行

アプリケーションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

作成した環境で提供された URL 
を使用してアプリケーションを
テストします。

   

Amazon Route 53 のドメイン
ネームサービス (DNS) の変更を
適用します。

   

関連リソース
• GlassFish オラクル・ドキュメンテーション
• GlassFish オープンソース Java EE リファレンス実装
• AWS Elastic Beanstalk ドキュメント 
• Amazon でのElastic Beanstalk の使用 CloudWatch 
• AWS Elastic Beanstalk の料金 
• EC2 Auto Scaling グループ
• Auto Scaling グループのサイズのスケーリング
• Amazon RDS Multi-AZ デプロイメント

オンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 
上の Oracle データベースを Amazon EC2 上の Oracle 
に移行する
バジ・シェイク (AWS) とパンカジ・チョードリー (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon EC2 での 
Oracle

R タイプ: リホスト ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon EC2

概要
このパターンでは、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Elastic Cloud (Amazon EC2) イン
スタンス上の Oracle データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の 
Oracle データベースを順を追って説明します。移行方法として、AWS データ移行サービス (AWS DMS) 
を使用する方法と、RMAN、データポンプのインポート/エクスポート、トランスポータブルテーブルス
ペース、Oracle などのネイティブ Oracle ツールを使用する方法の 2 つについて説明します GoldenGate。

前提条件と制限
前提条件
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• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの Oracle データベース

機能制限

• ターゲットオペレーティングシステム (OS) は Amazon EC2 でサポートされている必要があります。サ
ポートされているシステムの完全なリストについては、Amazon EC2 のよくある質問を参照してくださ
い。

製品バージョン

• Enterprise、Standard、Standard One、および Standard Two エディションの Oracle バージョン 10.2 以
降 (バージョン 10.x)、11g、12.2 および 18c まで。AWS DMS がサポートするバージョンの最新リスト
については、AWS DMS ドキュメントのデータ移行ソースにある「オンプレミスおよび Amazon EC2 イ
ンスタンスデータベース」を参照してください。 

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EC2 上の Oracle データベースインスタンス

ターゲットアーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

AWS DMS を使用する場合:

ネイティブ Oracle ツールの使用:

Tools
• AWS DMS- AWS Database Migration サービス (AWS DMS) は、いくつかのタイプのソースデータベー

スとターゲットデータベースをサポートしています。サポートされているデータベースのバージョンと
エディションについては、「Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用する」を参照してく
ださい。最も包括的なバージョンと機能のサポートには、最新バージョンの AWS DMS の使用をお勧め
します。 

• Oracleネイティブツール- RMAN、データ・ポンプのインポート/エクスポート、トランスポータブル・
テーブルスペース、Oracle GoldenGate                                                          

1534

http://aws.amazon.com/ec2/faqs/
http://aws.amazon.com/ec2/faqs/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/index.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルから Amazon EC2 への移行

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのバージョンを
検証します。

  DBA

ターゲット OS のバージョンを
識別します。

  DBA、 SysAdmin

Oracle 互換性リストと容量要
件に基づいて、ターゲットサー
バーインスタンスのハードウェ
ア要件を特定します。

  DBA、 SysAdmin

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、 SysAdmin

ネットワーク要件 (遅延と帯域幅) 
を特定します。

  DBA、 SysAdmin

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切なイ
ンスタンスタイプを選択してく
ださい。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク/
ホストアクセスセキュリティ要
件を特定します。

  DBA、 SysAdmin

Oracle ソフトウェアのインス
トールに必要な OS ユーザーの
リストを特定してください。

  DBA、 SysAdmin

AWS Schema Conversion Tool 
(AWS SCT) とドライバーをダウ
ンロードします。

  DBA

ワークロード用の AWS SCT プ
ロジェクトを作成し、ソース
データベースに接続します。

  DBA

オブジェクト (テーブル、イン
デックス、シーケンスなど) を作
成するための SQL ファイルを生
成します。

  DBA

バックアップ戦略を決定しま
す。

  DBA、 SysAdmin

可用性要件を決定します。   DBA

アプリケーションの移行/切り替
え戦略を特定します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー
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インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

AWS アカウントに Virtual 
Private Cloud (VPC) とサブネッ
トを作成します。

  SysAdmin

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL) の作成

  SysAdmin

EC2 インスタンスを設定して起
動します。

  SysAdmin

Oracle ソフトウェアをインストールする

タスク 説明 必要なスキル

Oracle ソフトウェアに必要な OS 
ユーザーとグループを作成しま
す。

  DBA、 SysAdmin

必要なバージョンの Oracle ソ
フトウェアをダウンロードしま
す。

   

EC2 インスタンスに Oracle ソ
フトウェアをインストールしま
す。

  DBA、 SysAdmin

AWS SCT によって生成された
スクリプトを使用して、テーブ
ル、プライマリキー、ビュー、
シーケンスなどのオブジェクト
を作成します。

  DBA

データの移行-オプション 1

タスク 説明 必要なスキル

データベースオブジェクトと
データを移行するには、Oracle 
のネイティブツールまたはサー
ドパーティツールを使用しま
す。

Oracleツールには、データ・ポ
ンプのインポート/エクスポー
ト、RMAN、トランスポータブ
ル・テーブルスペースなどが含
まれます GoldenGate。

DBA

データの移行-オプション 2

タスク 説明 必要なスキル

移行方法を決定します。   DBA
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タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS コンソールでレプリ
ケーションインスタンスを作成
します。

  DBA

ソースとターゲットのエンドポ
イントを作成します。

  DBA

レプリケーションタスクを作成
します。

  DBA

変更データキャプチャ (CDC) を
有効にして、変更をキャプチャ
して継続的なレプリケーション
を行います。

  DBA

レプリケーションタスクを実行
し、ログを監視します。

  DBA

フルロードが完了したら、イン
デックスや外部キーなどのセカ
ンダリオブジェクトを作成しま
す。

  DBA

アプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの移行戦略に
従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションのカットオー
バー/スイッチオーバー戦略に
従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS Secrets Manager 
リソースをシャットダウンしま
す。

  DBA、 SysAdmin

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

移行時間、手動とツールの比
率、コスト削減などに関する指
標を収集します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー
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タスク 説明 必要なスキル

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

   

関連リソース
リファレンス:

• Oracle データベースを AWS に移行するためのストラテジー 
• Oracle データベースの AWS クラウドへの移行
• Amazon EC2 ウェブサイト
• AWS DMS ウェブサイト
• AWS DMS に関するブログ投稿
• Amazon EC2 の料金
• クラウド・コンピューティング環境におけるオラクル・ソフトウェアのライセンス

チュートリアルとビデオ

• Amazon EC2 の開始方法
• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon EC2 のご紹介-Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング (ビデオ) 

Oracle Data Pume を使用してオンプレミスの Oracle 
データベースを Amazon EC2 に移行する

ナバカンスタルリ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:オンプレミスの Oracle 
データベース

ターゲット:Amazon EC2 上の 
Oracle データベース

R タイプ:リホスト ワークロード:オラクル テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:Amazon 
EC2、AWS Direct Connect

概要
データベースを移行する際には、ソースとターゲットのデータベースエンジンとバージョン、移行ツール
とサービス、許容可能なダウンタイム期間などの要素を考慮する必要があります。オンプレミスの Oracle 
データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) に移行する場合は、Oracle Data Pump 
や Oracle Recovery Manager (RMAN) などの Oracle ツールを使用できます。戦略の詳細については、
「Oracle データベースの AWS クラウドへの移行」を参照してください。

Oracle Data Pump は、データベースの論理的で一貫性のあるバックアップを抽出し、ターゲット EC2 
インスタンスに復元するのに役立ちます。このパターンでは、Oracle Data PumpNETWORK_LINK とパラ
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メータを使用して、最小限のダウンタイムでオンプレミスの Oracle データベースを EC2 インスタンスに
移行する方法について説明します。NETWORK_LINKパラメータは、データベースリンクを介してインポー
トを開始します。ターゲット EC2 インスタンスの Oracle Data Pump Import (impdp) クライアントは、
ソースデータベースに接続し、そこからデータを取得して、ターゲットインスタンスのデータベースに直
接データを書き込みます。このソリューションでは、バックアップファイルまたはダンプファイルは使用
されません。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• オンプレミスの Oracle データベースで、以下を実現します。

• Oracle リアルアプリケーションクラスタ (RAC) データベースではない
• Oracle 自動ストレージ管理 (Oracle ASM) データベースではない
• 読み書きモードです。

• オンプレミスデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect リンクが作成されました。詳細につい
ては、「Connect の作成」(ダイレクトコネクトのドキュメント) を参照してください。

製品バージョン

• Oracle データベース 10g リリース 1 (10.1) 以降

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスデータセンターにあるスタンドアロン (RAC および ASM 以外) の Oracle データベース
サーバー

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EC2 上で実行されている Oracle データベース

ターゲットアーキテクチャ

AWS Well-Architected Framework の信頼性の柱では、高可用性と耐障害性を提供するためにデータのバッ
クアップを作成することを推奨しています。詳細については、「AWS で Oracle データベースを実行する
ためのベストプラクティス」の「高可用性のためのアーキテクチャ」 を参照してください。このパター
ンでは、Oracle Active Data Guard を使用して EC2 インスタンスにプライマリデータベースとスタンバイ
データベースを設定します。高可用性を実現するには、EC2 インスタンスを異なるアベイラビリティー
ゾーンに配置する必要があります。ただし、アベイラビリティゾーンは同じ AWS リージョン内に存在す
ることも、異なる AWS リージョン内に存在することもできます。

Active Data Guardは、フィジカル・スタンバイ・データベースへの読み取り専用アクセスを提供し、プラ
イマリ・データベースから継続的にREDO変更を適用します。目標復旧時点 (RPO) と目標復旧時間 (RTO) 
とRTO (RTO) に基づいて、同期または非同期のREDO転送オプションを選択できます。

以下の画像は、プライマリ EC2 インスタンスとスタンバイ EC2 インスタンスが異なる AWS リージョン
にある場合のターゲットアーキテクチャを示しています。

データ移行アーキテクチャ
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ターゲットアーキテクチャの設定が完了したら、Oracle Data Pump を使用してオンプレミスのデータとス
キーマをプライマリ EC2 インスタンスに移行します。カットオーバー中、アプリケーションはオンプレミ
スデータベースまたはターゲットデータベースにアクセスできません。これらのアプリケーションは、プ
ライマリ EC2 インスタンスの新しいターゲットデータベースに接続できるようになるまでシャットダウン
します。

次の図は、データ移行中のアーキテクチャを示しています。このサンプルアーキテクチャでは、プライマ
リ EC2 インスタンスとスタンバイ EC2 インスタンスは異なる AWS リージョンにあります。

Tools
AWS サービス

• AWS Direct Connect ct は、標準イーサネット光ファイバケーブルを介して、内部ネットワークをダイ
レクトコネクトロケーションにリンクします。この接続により、お客様のネットワークパスの中でイ
ンターネットサービスプロバイダーをバイパスしながら、パブリックの AWS のサービスへの仮想イン
ターフェイスを直接作成できます。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、すばやくスケールアップまたは
スケールダウンできます。

その他のツールとサービス

• Oracle Active Data Guardは、スタンバイ・データベースの作成、保守、管理、監視に役立ちます。
• Oracle Data Pumpを使用すると、データやメタデータをあるデータベースから別のデータベースに高速

に移動できます。

ベストプラクティス
• AWS で Oracle Database を実行するためのベストプラクティス
• NETWORK_LINK を使用してデータをインポートする

叙事詩
AWS で EC2 インスタンスをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスホストのソース
ハードウェア構成とカーネルパ
ラメータを特定します。

ストレージサイズ、1 秒あた
りの入出力オペレーション 
(IOPS)、CPUなど、オンプレ
ミス設定を検証します。これ
は、CPU コアをベースとする 
Oracle ライセンスにとって重要
です。

DBA、 SysAdmin

AWS でインフラストラクチャを
作成します。

仮想プライベートクラウド 
(VPC)、プライベートサブネッ
ト、セキュリティグループ、
ネットワークアクセスコント
ロールリスト (VPC)、セキュ
リティグループ、ネットワー

DBA、AWS システム管理者

1540

http://aws.amazon.com/directconnect/
https://docs.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sbydb/introduction-to-oracle-data-guard-concepts.html#GUID-5E73667D-4A56-445E-911F-1E99092DD8D7
https://www.oracle.com/technetwork/documentation/data-pump-overview-084963.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/oracle-database-aws-best-practices/architecting-for-security-and-performance.html
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-23E58D59-A477-4A87-BD0E-C82447581D0A.htm#SUTIL856


AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルデータポンプを使用して
オラクルから Amazon EC2 に移行

タスク 説明 必要なスキル
クアクセスコントロールリス
ト (VPC)、プライベートサブ
ネット、セキュリティグルー
プ、ネットワークアクセスコン
トロールリスト (VPC)、セキュ
リティグループ、ネットワーク
アクセスコントロールリスト 
(VPC)、セキュリティグループ 
詳細については、次を参照して
ください。

• VPC とサブネット
• チュートリアル:データベース

インスタンスで使用する VPC 
の作成

アクティブデータガードを使用
して EC2 インスタンスをセット
アップします。

AWS Well-Architected フレー
ムワークで説明されているよう
に、Active Data Guard 設定を使
用して AWS EC2 インスタンス
を設定します。EC2 インスタン
ス上の Oracle Database のバー
ジョンは、このパターンでは論
理的なバックアップを使用する
ため、オンプレミスバージョン
とは異なる場合があります。次
の点に注意してください。

• ターゲットデータベースを読
み取り/書き込みモードにしま
す。

• ターゲットデータベースで、
ソースデータベースのトラン
スペアレントネットワークサ
ブサイト (TNS) の詳細を指定
します。

詳細については、以下を参照し
てください。

• データベースの起動 (Oracle ド
キュメント)

• Oracle データベースの作成と
設定 (Oracle ドキュメンテー
ション)

DBA、AWS システム管理者

データベースを Amazon EC2 に移行する

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスからオンプレ
ミスデータベースへのDblink を
作成します。

EC2 インスタンス上の Oracle 
データベースとオンプレミスの 
Oracle データベース間のデータ

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ベースリンク (dlink) を作成しま
す。詳細については、「ネット
ワークリンクインポートによる
データの移動」(Oracle ドキュメ
ント) を参照してください。

EC2 インスタンスとオンプレ
ミスホスト間の接続を確認しま
す。

データベースリンクを使用し
て、EC2 インスタンスとオン
プレミスデータベース間の接続
が機能していることを確認しま
す。手順については、「データ
ベースリンクの作成」(Oracle ド
キュメント) を参照してくださ
い。

DBA

オンプレミスデータベースに
接続されているすべてのアプリ
ケーションを停止します。

データベースのダウンタイムが
承認されたら、オンプレミス
データベースに接続しているア
プリケーションと依存ジョブを
すべてシャットダウンします。
これは、アプリケーションから
直接実行することも、cron を使
用してデータベースから実行す
ることもできます。詳細につい
ては、「Oracle Linux で Crontab 
ユーティリティを使用してタス
クをスケジュールする」を参照
してください。

DBA、アプリ開発者

データ移行ジョブをスケジュー
ルします。

ターゲットホストで、impdbコ
マンドを使用して Data Pump 
のインポートをスケジュール
します。これにより、ターゲッ
トデータベースがオンプレミス
ホストに接続され、データ移行
が開始されます。詳細について
は、「データポンプのインポー
ト」と「NETWORK_LINK」
(Oracle ドキュメント) を参照し
てください。

DBA

データ移行を検証します。 データ検証は重要なステップで
す。データ検証には、dblinkクエ
リとSQLクエリの組み合わせな
ど、カスタムツールまたはOracle
ツールを使用できます。

DBA

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースを読み取り
専用モードにします。

アプリケーションがシャットダ
ウンされ、ソースデータベー
スに変更が加えられていないこ
とを確認します。ソースデータ

DBA、 DevOps エンジニア、ア
プリ開発者
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タスク 説明 必要なスキル
ベースを読み取り専用モードで
開きます。これにより、未処理
のトランザクションを回避でき
ます。詳細については、SQL ス
テートメント (Oracle ドキュメン
ト) のを参照してくださいALTER 
DATABASE。

オブジェクト数とデータを検証
します。

データとオブジェクトを検証す
るには、dblink クエリと SQL ク
エリの組み合わせなど、カスタ
ムツールまたは Oracle ツールを
使用します。

DBA、アプリ開発者

アプリケーションをプライマリ 
EC2 インスタンスのデータベー
スConnect。

アプリケーションの接続属性
を、プライマリ EC2 インスタン
スに作成した新しいデータベー
スを指すように変更します。

DBA、アプリ開発者

アプリケーションのパフォーマ
ンスを検証します。

アプリケーションを起動しま
す。自動ワークロードリポジト
リ (Oracle ドキュメント) を使
用して、アプリケーションの機
能とパフォーマンスを検証しま
す。

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア、DBA

関連リソース
AWS リファレンス

• Oracle データベースの AWS クラウドへの移行
• オラクル向けAmazon EC2
• クロスプラットフォーム環境の場合にバルク Oracle データベースを AWS に移行する
• VPC とサブネット
• チュートリアル:データベースインスタンスで使用する VPC の作成

オラクル・リファレンス

• Oracle Data Guard の構成
• データポンプのインポート

オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon 
EC2 に移行してください
セルゲイ・ドミトリエフ (AWS) により作成

R タイプ: リホスト ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon EC2 での 
SAP アダプティブサーバーエン
タープライズ

1543

https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/statements_1006.htm#i2135540
https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/statements_1006.htm#i2135540
https://docs.oracle.com/database/121/RACAD/GUID-C3CD2DCE-38BD-46BA-BC32-7A28CAC9A7FD.htm#RACAD951
https://docs.oracle.com/database/121/RACAD/GUID-C3CD2DCE-38BD-46BA-BC32-7A28CAC9A7FD.htm#RACAD951
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-oracle-database/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-oracle-database/ec2-oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migrate-bulky-oracle-databases/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Subnets.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Tutorials.WebServerDB.CreateVPC.html
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sbydb/introduction-to-oracle-data-guard-concepts.html#GUID-AB9DF863-2C7E-4767-81F2-56AD0FA30B49
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-D11E340E-14C6-43B8-AB09-6335F0C1F71B.htm#SUTIL300


AWS 規範的ガイダンス パターン
SAP ASE から Amazon EC2 への移行

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: SAP AWS サービス: Amazon EC2

概要
このパターンは、オンプレミスホストから Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに 
SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) データベースを移行する方法を示しています。このパターンは、移
行に AWS Database Migration Service (AWS DMS) または ASE コックピット、ASE 用サイベースセント
ラル、DBA コックピットなどの SAP ASE ネイティブツールの使用を対象としています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの SAP ASE ソースデータベース

の制限事項

• ソースデータベースは 64 TB 未満で指定する必要があります

製品バージョン

• SAP ASE バージョン 15.x および 16.x またはそれ以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミス SAP ASE データベース

ターゲットテクノロジースタック

• EC2 インスタンス上の SAP ASE データベース

データベース移行アーキテクチャ

AWS DMS を使用する場合:

ネイティブ SAP ASE ツールの使用:

Tools
• AWS DMS-AWS データ移行サービス (AWS DMS) は、複数の異なるソースデータベースとターゲット

データベースをサポートしています。詳細については、「データ移行のソース」と「データ移行のター
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ゲット」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能のサポートを受けるには、最新バージョ
ンの AWS DMS の使用をお勧めします。

• SAP ASE-ネイティブツールには、ASE コックピット、ASE 用Sybase Central、および DBA コックピッ
トが含まれます。

エピック
移行の分析

タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのデータ
ベースのバージョンを検証しま
す。

  DBA

ターゲット OS バージョンを特
定します。

  DBA、 SysAdmin

SAP ASE 互換性リストと容量要
件に基づいて、ターゲットサー
バーインスタンスのハードウェ
ア要件を特定します。

  DBA、 SysAdmin

ストレージタイプと容量の要件
を特定します。

  DBA、 SysAdmin

遅延や帯域幅などのネットワー
ク要件を特定します。

  DBA、 SysAdmin

適切なインスタンスタイプ、容
量、ストレージ機能、および
ネットワーク機能を選択してく
ださい。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワー
クとホストアクセスのセキュリ
ティ要件を特定します。

  DBA、 SysAdmin

SAP ASE ソフトウェアのインス
トールに必要なオペレーティン
グシステムユーザーのリストを
確認してください。

  DBA、 SysAdmin

バックアップ戦略を決定しま
す。

  DBA

可用性要件を決定します。   DBA

アプリケーションの移行と切り
替え戦略を特定します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー
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インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

仮想プライベートクラウド 
(VPC) とサブネットを作成しま
す。

  SysAdmin

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL) の作成

  SysAdmin

EC2 インスタンスを設定してス
タートします。

  SysAdmin

ソフトウェアをインストールする

タスク 説明 必要なスキル

SAP ASE ソフトウェアが動作す
るために必要な OS ユーザーと
グループを作成します。

  DBA、 SysAdmin

必要なバージョンの SAP ASE ソ
フトウェアをダウンロードしま
す。

  DBA、 SysAdmin

SAP ASE データベース、バック
アップサーバーソフトウェア、
およびレプリケーションサー
バーソフトウェアを EC2 インス
タンスにインストールし、サー
バーを設定します。

  DBA、 SysAdmin

データの移行-オプション 1

タスク 説明 必要なスキル

ネイティブの SAP ASE ツールま
たはサードパーティツールを使
用して、データベースオブジェ
クトとデータを移行します。

SAP ASE またはサードパーティ
ツールのドキュメントを参照し
てください。これらには、ASE 
コックピット、ASE 用サイベー
スセントラル、および DBA コッ
クピットが含まれます。

DBA

データを移行する-オプション 2

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

  DBA
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アプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの移行戦略に
従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションのカットオー
バーまたはスイッチオーバー戦
略に従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

  DBA、 SysAdmin

プロジェクト文書を検証して確
認します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

移行にかかる時間、手作業によ
るコスト削減とツールのコスト
削減率などに関する指標を収集
します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックをお寄せください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

関連リソース
リファレンス:

• Amazon EC2
• AWS DMS
• Amazon EC2 料金表 

チュートリアルとビデオ

• Amazon EC2 の開始方法 
• AWS Database Migration Service 開始
• AWS データ移行サービス (ビデオ) 
• Amazon EC2 のご紹介-Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング (ビデオ) 
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オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを 
Amazon EC2 データベースを Amazon EC2 に移行し
ます。

作成者:マーク・サルキエヴィッチ (AWS)

R タイプ: リホスト ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon EC2 での 
Microsoft SQL Server Server 
Server Server Server Server

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Microsoft AWS サービス: Amazon EC2

概要
このパターンは、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Microsoft Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスの Microsoft SQL Server データベースを Microsoft SQL Server データベース
を Microsoft SQL Server データベースを Microsoft SQL Server データベースを Microsoft SQL Server デー
タベースを Microsoft Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス 移行方法として、AWS データ
移行サービス (AWS DMS) を使用する方法と、バックアップと復元、データベースのコピーウィザード、
データベースのコピーとアタッチなどのネイティブ Microsoft SQL Server ツールを使用する方法の 2 つが
あります。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon EC2 がサポートするオペレーティングシステム (サポートされているオペレーティングシステ

ムバージョンの完全なリストについては、Amazon EC2 のよくある質問を参照してください)
• オンプレミスデータセンター内の Microsoft SQL Server ソースデータベース

製品バージョン

• AWS DMS を使用している場合は Microsoft SQL Server バージョン 2005 SQL Server バージョン 
2005、2008 R2、2014 2014 2016 R2、2014 2016 R2、2014 2016 R2、2014 2016 R2、2014 2016 
R2、2014 2016 R2、2014 2016 R2、2014 2016 R2、2014 2016 R2、2014 2016 R2、2014 2016 
R2、2014 2016 R2、2014 2016 R2、Microsoft SQL Server Web エディションまたは Express エディ
ションを移行するには、ネイティブまたはサードパーティのツールを使用してください。サポートされ
ているバージョンの最新リストについては、「Microsoft SQL Server データベースを AWS DMS のター
ゲットとして使用する」を参照してください。   

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベース
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ターゲットテクノロジースタック

• EC2 インスタンスの Microsoft SQL Server データベース

ターゲットアーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

• AWS DMS の使用

• ネイティブ SQL Server ツールの使用

Tools
• AWS DMS-AWS データ移行サービス (AWS DMS) は、Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL な

ど、広く使用されている商用データベースやオープンソースデータベースとの間でデータを移行した
り、そこからデータを移行したりするのに役立ちます。AWS DMS を使用して、オンプレミスのインス
タンス間 (AWS クラウドセットアップを使用)、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアッ
プの組み合わせの間で、AWS クラウドにデータを移行できます。

• Microsoft SQL Server のネイティブツール-バックアップと復元、データベースのコピーウィザード、
データベースのコピーとアタッチが含まれます。

エピック
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースとターゲッ
トのデータベースのバージョン
を検証します。

  DBA

ターゲットオペレーティングシ
ステムのバージョンを特定しま
す。

  DBA、 SysAdmin

Microsoft SQL Server 互換性リス
トと容量要件に基づいて、ター
ゲットサーバーインスタンス
のハードウェア要件を特定しま
す。

  DBA、 SysAdmin

タイプと容量のストレージ要件
を特定します。

  DBA、 SysAdmin

遅延や帯域幅などのネットワー
ク要件を特定します。

  DBA、 SysAdmin
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タスク 説明 必要なスキル

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて EC2 イン
スタンスタイプを選択します。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワー
クとホストアクセスのセキュリ
ティ要件を特定します。

  DBA、 SysAdmin

Microsoft SQL Server ソフトウェ
アのインストールに必要なユー
ザーのリストを確認してくださ
い。

  DBA、 SysAdmin

バックアップ戦略を決定しま
す。

  DBA

可用性要件を決定します。   DBA

アプリケーションの移行とカッ
トオーバー戦略を特定します。

  DBA、 SysAdmin

インフラストラクチャの設定

タスク 説明 必要なスキル

仮想プライベートクラウド 
(VPC) とサブネットを作成しま
す。

  SysAdmin

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL) の作成

  SysAdmin

EC2 インスタンスを設定して起
動します。

  SysAdmin

ソフトウェアをインストールする

タスク 説明 必要なスキル

Microsoft SQL Server ソフトウェ
アに必要なユーザーとグループ
を作成します。

  DBA、 SysAdmin

Microsoft SQL Server ソフトウェ
アをダウンロードします。

  DBA、 SysAdmin

EC2 インスタンスに Microsoft 
SQL Server ソフトウェアをイン
ストールし、サーバーを設定し
ます。

  DBA、 SysAdmin
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データの移行-オプション 1

タスク 説明 必要なスキル

ネイティブの Microsoft SQL 
Server ツールまたはサードパー
ティツールを使用して、データ
ベースのオブジェクトとデータ
を移行します。

ツールには、バックアップと復
元、データベースコピーウィ
ザード、データベースのコピー
とアタッチが含まれます。

DBA

データを移行する-オプション 2

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

AWS DMS の使用方法の詳細
については、「参考資料とヘル
プ」セクションのリンクを参照
してください。

DBA

アプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの移行戦略に
従ってください。

AWS Schema Conversion Tool 
(AWS SCT) を使用して、アプリ
ケーションのソースコードに埋
め込まれた SQL コードを分析お
よび変更します。

DBA、アプリケーションオー
ナー

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの切り替え戦
略に従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをすべて
シャットダウンします。

一時的なリソースには、AWS 
DMS レプリケーションインスタ
ンスと AWS SCT の EC2 インス
タンスが含まれます。

DBA、 SysAdmin

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

移行にかかる時間、手作業によ
るコスト削減とツールのコスト

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの MySQL から 

Amazon EC2 に移行してください

タスク 説明 必要なスキル
削減率などに関する指標を収集
します。

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを送ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

関連リソース
リファレンス:

• Amazon Web Services での Microsoft SQL Server Server Server Server Server のデプロイ 
• Amazon EC2
• Amazon EC2 に関するよくある質問
• AWS Database Migration Service
• Amazon EC2 料金表
• AWS 上のマイクロソフト製品
• AWS でのマイクロソフトライセンス
• AWS での Microsoft SQL Server Server Server Server Server

チュートリアルとビデオ

• Amazon EC2 の開始方法
• AWS Database Migration Service 開始
• Amazon EC2 インスタンスをディレクトリに追加する (Simple AD と Microsoft AD) インスタンスの追加

 
• AWS Database Migration Service (ビデオ) 
• Amazon EC2 のご紹介-Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング (ビデオ)

オンプレミスの MySQL データベースを Amazon EC2 
に移行してください

セルゲイ・ドミトリエフ (AWS) により作成

R タイプ: リホスト ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon EC2 上の 
MySQL

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: オープンソース

概要
このパターンは、オンプレミスの MySQL データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
インスタンス上の MySQL データベースに移行するためのガイダンスを提供します。このパターンでは、
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの MySQL から 

Amazon EC2 に移行してください

移行に AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用するか、mysqldbcopy や mysqldump などの
ネイティブ MySQL ツールを使用する方法を説明しています。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの MySQL ソースデータベース 

製品バージョン

• MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7    
• Amazon EC2 がサポートするターゲットオペレーティングシステムのリストについては、「Amazon 

EC2 よくある質問」を参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスの MySQL データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EC2 上の MySQL データベースインスタンス

AWS データ移行方法

• AWS DMS
• ネイティブ MySQL ツール (mysqldbcopy、mysqldump)

ターゲットアーキテクチャ

AWS データ移行アーキテクチャ

AWS DMS を使用する:

ネイティブ MySQL ツールの使用:

Tools
• AWS DMS-AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、複数のソースデータベースとターゲット

データベースをサポートしています。AWS DMS がサポートする MySQL ソースデータベースとター
ゲットデータベースについては、「MySQL 互換データベースの AWS への移行」を参照してください。
ソースデータベースが AWS DMS でサポートされていない場合は、別の方法を選択してデータを移行す
る必要があります。

• ネイティブ MySQL ツール-mysqldbcopy と mysqldump 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの MySQL から 

Amazon EC2 に移行してください

エピック
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットのデー
タベースのバージョンを検証し
ます。

  DBA

ターゲットオペレーティングシ
ステムのバージョンを特定しま
す。

  DBA、 SysAdmin

MySQL 互換性リストと容量要
件に基づいて、ターゲットサー
バーインスタンスのハードウェ
ア要件を特定します。

  DBA、 SysAdmin

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、 SysAdmin

遅延や帯域幅などのネットワー
ク要件を特定します。

  DBA、 SysAdmin

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切なイ
ンスタンスタイプを選択してく
ださい。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
またはホストのアクセスセキュ
リティ要件を識別します。

  DBA、 SysAdmin

MySQL ソフトウェアのインス
トールに必要なオペレーティン
グシステムユーザーのリストを
特定してください。

  DBA、 SysAdmin

バックアップ戦略を決定しま
す。

  DBA

可用性要件を決定します。   DBA

アプリケーションの移行または
切り替え戦略を特定します。

  DBA、 SysAdmin

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

仮想プライベートクラウド 
(VPC) とサブネットを作成しま
す。

  SysAdmin
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの MySQL から 

Amazon EC2 に移行してください

タスク 説明 必要なスキル

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL) の作成

  SysAdmin

EC2 インスタンスを設定して起
動します。

  SysAdmin

MySQL ソフトウェアのインストール

タスク 説明 必要なスキル

MySQL ソフトウェアが動作する
ために必要なオペレーティング
システムのユーザーとグループ
を作成します。

  DBA、 SysAdmin

必要なバージョンの MySQL ソ
フトウェアをダウンロードしま
す。

  DBA、 SysAdmin

MySQL ソフトウェアを EC2 イ
ンスタンスにインストールし、
サーバーを設定します。

  DBA、 SysAdmin

データの移行-オプション 1

タスク 説明 必要なスキル

データベースオブジェクトと
データを移行するには、ネイ
ティブの MySQL ツールまたは
サードパーティツールを使用し
ます。

これらのツールには 
mysqldbcopy と mysqldump が含
まれます。

DBA

データの移行-オプション 2

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

  DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの移行戦略に
従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションのカットオー
バーまたはスイッチオーバー戦
略に従ってください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースを停止し
ます。

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスをシャットダウンし
ます。

DBA、 SysAdmin

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

移行時間、手動とツールの比
率、コスト削減などに関する指
標を収集します。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

関連リソース
リファレンス:

• Amazon EC2 ウェブサイト
• AWS DMS ウェブサイト
• Amazon EC2 の料金
• AWS DMS のステップバイステップチュートリアル

チュートリアルとビデオ

• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon EC2 のご紹介-Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング (ビデオ)

AWS クラウド:移行チェックリストでオンプレミス
ワークロードを再ホストする

作成者:スリカント・ランガヴァハラ (AWS)

環境: PoC またはパイロット ソース: オンプレミスワークロー
ド

ターゲット: AWS クラウド
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

R タイプ: リホスト テクノロジー: 移行 AWS サービス: AWS Application 
Migration Service

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでオンプレミスワークロードを再ホストするには、計画、事前検
出、検出、構築、テスト、カットオーバーという移行フェーズが必要です。このパターンは、フェーズ
とそれに関連するタスクの概要を示しています。タスクは大まかに説明されており、すべてのアプリケー
ションワークロードの約 75% をサポートしています。これらのタスクは、アジャイルスプリントサイクル
で 2 ～ 3 週間かけて実施できます。

これらのタスクは、移行チームとコンサルタントと確認して検証します。レビュー後、情報を収集し、
要件を満たすために必要に応じてタスクを削除または再評価したり、ポートフォリオ内のアプリケー
ションワークロードの少なくとも 75% をサポートするように他のタスクを変更したりできます。その
後、Atlassian Jira や Rally Software などのアジャイルプロジェクト管理ツールを使用してタスクをイン
ポートし、リソースに割り当て、移行アクティビティを追跡できます。 

このパターンでは、AWS Cloud Migration Factory を使用してワークロードを再ホストすることを前提とし
ていますが、任意の移行ツールを使用することもできます。

前提条件と制限
前提条件

• 移行タスクを追跡するためのプロジェクト管理ツール (アトラシアン Jira や Rally Software など)
• AWS でワークロードを再ホストするための移行ツール (クラウド移行ファクトリなど)

アーキテクチャ
ソースプラットフォーム

• オンプレミスのソーススタック (テクノロジー、アプリケーション、データベース、インフラストラク
チャを含む)   

ターゲットプラットフォーム

• AWS Cloud ターゲットスタック (テクノロジー、アプリケーション、データベース、インフラストラク
チャを含む) 

アーキテクチャ

次の図は、Cloud Migration Factory と AWS アプリケーション移行サービスを使用したリホスト (オンプレ
ミスのソース環境から AWS へのサーバーの検出と移行) を示しています。

Tools
• 任意の移行およびプロジェクト管理ツールを使用できます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

エピック
プランニングフェーズ

タスク 説明 必要なスキル

発見前のバックログを整理しま
す。

部門長やアプリケーション所有
者と一緒に、発見前のバックロ
ググルーミング作業セッション
を実施します。 

プロジェクトマネージャー、ア
ジャイルスクラムリーダー

スプリント計画作業セッション
を実施します。

スコーピングの練習として、移
行したいアプリケーションをス
プリントやウェーブに分散させ
てください。

プロジェクトマネージャー、ア
ジャイルスクラムリーダー

事前検出フェーズ

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの知識を確認
してください。

アプリケーション所有者とその
アプリケーションに関する知
識を確認して文書化します。技
術的な質問を担当する担当者が
他にいないかどうかを確認しま
す。

移行スペシャリスト (インタビュ
アー)

アプリケーションのコンプライ
アンス要件を決定します。

アプリケーションがPayment 
Card Standard andard ard ard 
andard ard ard andard ard ard 
ard andard ard ard ard ard 
andard ard ard ard ard ard 
andard ard ard ard ard ard ard 
andard ard ard ard andority 
Standard andority Standard 
andority Standard andority 
Standard andard ard andard 
ard ard andard ard andard ard 
andard ard andard ard andard 
ard ard andard ard ard andard 
ard ard andard コンプライアンス
要件が存在する場合、チームは
移行するサーバーでコンプライ
アンスチェックを完了する必要
があります。

移行スペシャリスト (インタビュ
アー)

プロダクションリリース要件を
確認します。

移行したアプリケーションを本
番環境にリリースするための要
件 (リリース日やダウンタイム期
間など) を、アプリケーションの
所有者または技術担当者に確認
してください。

移行スペシャリスト (インタビュ
アー)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

タスク 説明 必要なスキル

サーバーリストを取得します。 対象のアプリケーションに関連
付けられているサーバーのリス
トを取得します。

移行スペシャリスト (インタビュ
アー)

現在の状態を示す論理ダイアグ
ラムを取得します。

アプリケーションの現在の状態
図は、エンタープライズアーキ
テクトまたはアプリケーション
オーナーから入手します。

移行スペシャリスト (インタビュ
アー)

ターゲットの状態を示す論理ダ
イアグラムを作成します。

AWS 上のターゲットアーキテ
クチャを示すアプリケーショ
ンの論理図を作成します。この
図は、サーバー、接続、および
マッピング要素を示しているは
ずです。

エンタープライズアーキテク
ト、ビジネスオーナー

サーバー情報を取得します。 構成の詳細など、アプリケー
ションに関連付けられている
サーバーに関する情報を収集し
ます。

移行スペシャリスト (インタビュ
アー)

検出テンプレートにサーバー情
報を追加します。

詳細なサーバー情報をアプリ
ケーション検出テンプレートに
追加します（このパターンにつ
いては、添付のを参照してくだ
さいmobilize-application-
questionnaire.xlsx）。この
テンプレートには、アプリケー
ション関連のセキュリティ、イ
ンフラストラクチャ、オペレー
ティングシステム、およびネッ
トワークの詳細がすべて含まれ
ています。

移行スペシャリスト (インタビュ
アー)

アプリケーション検出テンプ
レートを公開します。

アプリケーション検出テンプ
レートをアプリケーション所
有者および移行チームと共有し
て、共通のアクセスと使用を可
能にします。

移行スペシャリスト (インタビュ
アー)

検出フェーズ

タスク 説明 必要なスキル

サーバーリストを確認してくだ
さい。

サーバーのリストと各サーバー
の目的を、アプリケーション所
有者またはテクニカルリーダー
に確認してください。

移行スペシャリスト

サーバーグループを特定して追
加します。

Web サーバーやアプリケーショ
ンサーバーなどのサーバーグ
ループを特定し、この情報をア
プリケーション検出テンプレー
トに追加します。各サーバーが
属すべきアプリケーションの階

移行スペシャリスト

1559



AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

タスク 説明 必要なスキル
層 (ウェブ、アプリケーション、
データベース) を選択します。

アプリケーション検出テンプ
レートを入力します。

移行チーム、アプリケーション
チーム、AWS の協力を得て、ア
プリケーション検出テンプレー
トの詳細を完成させてくださ
い。

移行スペシャリスト

不足しているサーバーの詳細 (ミ
ドルウェアと OS チーム) を追加
します。

ミドルウェアチームとオペレー
ティングシステム (OS) チーム
にアプリケーション検出テンプ
レートを確認してもらい、デー
タベース情報などの不足してい
るサーバーの詳細を追加しても
らいます。

移行スペシャリスト

インバウンド/アウトバウンドの
トラフィックルールを取得 (ネッ
トワークチーム)。

送信元サーバーと宛先サーバー
のインバウンド/アウトバウン
ドトラフィックルールを取得す
るようネットワークチームに依
頼してください。また、ネット
ワークチームは既存のファイア
ウォールルールを追加し、それ
らをセキュリティグループ形式
にエクスポートし、既存のロー
ドバランサーをアプリケーショ
ン検出テンプレートに追加する
必要があります。

移行スペシャリスト

必要なタグ付けを特定してくだ
さい。

アプリケーションのタグ付け要
件を決定します。

移行スペシャリスト

ファイアウォールリクエストの
詳細を作成します。

アプリケーションとの通信に必
要なファイアウォールルールを
キャプチャしてフィルタリング
します。 

移行スペシャリスト、ソリュー
ションアーキテクト、ネット
ワークリーダー

EC2 インスタンスタイプを更新
します。

インフラストラクチャとサー
バーの要件に基づいて、ター
ゲット環境で使用する Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
インスタンスタイプを更新しま
す。 

移行スペシャリスト、ソリュー
ションアーキテクト、ネット
ワークリーダー

現在の状態図を確認する。 アプリケーションの現在の状態
を示す図を特定または作成し
ます。この図は、情報セキュリ
ティ (InfoSec) リクエストで使用
されます。 

移行スペシャリスト、ソリュー
ションアーキテクト

future 状態図を完成させてくださ
い。

アプリケーションのfuture（ター
ゲット）状態を示す図を完成さ
せます。 InfoSec この図はリクエ
ストでも使用されます。 

移行スペシャリスト、ソリュー
ションアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

タスク 説明 必要なスキル

ファイアウォールまたはセキュ
リティグループのサービスリク
エストを作成します。

ファイアウォールまたはセキュ
リティグループのサービスリク
エスト (開発/QA、運用前、実
稼働用) を作成します。Cloud 
Migration Factory を使用してい
る場合は、レプリケーション固
有のポートがまだ開いていない
場合はそのポートを含めてくだ
さい。 

移行スペシャリスト、ソリュー
ションアーキテクト、ネット
ワークリーダー

ファイアウォールまたはセキュ
リティグループのリクエスト 
(InfoSec チーム) を確認します。

このステップでは、 InfoSec チー
ムは前のステップで作成された
ファイアウォールリクエストま
たはセキュリティグループリク
エストを確認して承認します。 

InfoSec エンジニア、移行スペ
シャリスト

ファイアウォールセキュリティ
グループ要求 (ネットワークチー
ム) を実装します。

InfoSec チームがファイアウォー
ル要求を承認すると、ネット
ワークチームは必要なインバウ
ンド/アウトバウンドファイア
ウォールルールを実装します。 

移行スペシャリスト、ソリュー
ションアーキテクト、ネット
ワークリーダー

構築フェーズ (開発/QA、運用前および本番環境で繰り返す)

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションとサーバーの
データをインポートします。

1. 移行実行サーバーに、対象と
なるソースサーバーのローカ
ル管理者権限を持つドメイン
ユーザーとしてログインして
いることを確認します。

2. 移行取り込みフォームを使用
して、対象範囲のソースサー
バーの属性をインポートし
ます。追加情報については、
『クラウド移行ファクトリ実
装ガイド』を参照してくださ
い。 

Cloud Migration Factory を使用し
ていない場合は、指示に従って
移行ツールをセットアップして
ください。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

ソースサーバーの前提条件を確
認してください。

対象となるソースサーバー
Connect して、TCP ポート 
1500、TCP ポート 443、ルー
トボリュームの空き容量、.NET 
Framework バージョン、その
他のパラメータなどの前提条件
を確認します。これらはレプリ
ケーションに必要です。追加情
報については、『クラウド移行

移行スペシャリスト、クラウド
管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

タスク 説明 必要なスキル
ファクトリ実装ガイド』を参照
してください。

サービスリクエストを作成して
レプリケーションエージェント
をインストールします。

サービスリクエストを作成し
て、開発/QA、運用前、または
本番用の対象サーバーにレプリ
ケーションエージェントをイン
ストールします。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

レプリケーションエージェント
をインストールします。

レプリケーションエージェント
は、開発/QA、プリプロダクショ
ンマシン、またはプロダクショ
ンマシンの対象ソースサーバー
にインストールします。追加情
報については、『クラウド移行
ファクトリ実装ガイド』を参照
してください。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

起動後のスクリプトをプッシュ
します。

Application Migration Service は
起動後のスクリプトをサポート
しており、ターゲットインスタ
ンスの起動後にソフトウェアの
インストールやアンインストー
ルなどの OS レベルのアクティ
ビティを自動化するのに役立ち
ます。このステップでは、移行
対象として特定されたサーバー
に応じて、起動後のスクリプト
が Windows または Linux マシ
ンにプッシュ配信されます。手
順については、『クラウド移行
ファクトリ実装ガイド』を参照
してください。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

レプリケーションステータスを
確認します。

提供されたスクリプトを使用し
て、対象範囲内のソースサー
バーのレプリケーションステー
タスを自動的に確認します。こ
のスクリプトは、特定の Wave 
内のすべてのソースサーバーの
ステータスが Healthy に変わるま
で、5 分ごとに繰り返されます。
手順については、『クラウド移
行ファクトリ実装ガイド』を参
照してください。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

タスク 説明 必要なスキル

管理者ユーザーを作成します。 対象となるソースサーバーから 
AWS への移行カットオーバー後
の問題のトラブルシューティン
グには、ソースマシンのローカ
ル管理者または sudo ユーザー
が必要になる場合があります。
認証サーバー (DC サーバーや 
LDAP サーバーなど) にアクセス
できない場合、移行チームはこ
のユーザーを使用してターゲッ
トサーバーにログインします。
このステップの手順について
は、『クラウド移行ファクトリ
実装ガイド』を参照してくださ
い。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

起動テンプレートを検証しま
す。

サーバーのメタデータを検証し
て、正常に機能し、無効なデー
タがないことを確認します。
このステップでは、テストメ
タデータとカットオーバーメタ
データの両方を検証します。手
順については、『クラウド移行
ファクトリ実装ガイド』を参照
してください。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

テストフェーズ (開発/QA、プリプロダクション、および本番環境で繰り返す)

タスク 説明 必要なスキル

サービスリクエストを作成しま
す。

インフラストラクチャチームや
他のチームに、開発/QA、実稼働
前、または本番インスタンスへ
のアプリケーションカットオー
バーを実行するためのサービス
リクエストを作成します。 

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

ロードバランサーを設定します 
(オプション)。

iRules を使用して、Application 
Load Balancer や F5 ロードバラ
ンサーなどの必要なロードバラ
ンサーを設定します。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

テスト用にインスタンスを起動
します。

アプリケーション移行サービス
の特定のウェーブのすべての
ターゲットマシンをテストモー
ドで起動します。追加情報につ
いては、『クラウド移行ファク
トリ実装ガイド』を参照してく
ださい。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

ターゲットインスタンスのス
テータスを確認します。

対象とするすべてのソースサー
バーの起動プロセスを同じ
ウェーブで確認して、ターゲッ
トインスタンスのステータスを

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

1563
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

タスク 説明 必要なスキル
確認します。ターゲットインス
タンスの起動には、最大 30 分か
かる場合があります。Amazon 
EC2 コンソールにログインし、
ソースサーバー名を検索し、ス
テータスチェック列を確認す
ることで、ステータスを手動で
確認できます。ステータス 2/2 
チェック合格は、インフラスト
ラクチャの観点からインスタン
スが正常であることを示してい
ます。

DNS エントリを変更します。 ドメインネームシステム、DNS) 
のエントリを変更します。
(resolv.confhost.confマイ
クロソフトウィンドウズ環境で
はまたはを使用してください。) 
各 EC2 インスタンスがこのホス
トの新しい IP アドレスを指すよ
うに設定します。

[Note:] (メモ:) オンプレミスサー
バーと AWS クラウドサーバー
の間で DNS の競合がないことを
確認してください。サーバーが
ホストされている環境によって
は、この手順と次の手順はオプ
ションです。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

EC2 インスタンスからバックエ
ンドホストへの接続をテストし
ます。

移行したサーバーのドメイン認
証情報を使用してログインを確
認します。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

DNS A レコードを更新します。 新しい Amazon EC2 プライベー
ト IP アドレスを指すように、各
ホストの DNS A レコードを更新
します。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

DNS CNAME レコードを更新し
ます。

仮想 IP (ロードバランサー名) 
の DNS CNAME レコードを更
新して、ウェブサーバーとアプ
リケーションサーバーのクラス
ターを指すようにします。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

該当する環境でアプリケーショ
ンをテストします。

新しい EC2 インスタンスにログ
インし、開発/QA、運用前および
本番環境でアプリケーションを
テストします。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 移行チェックリストでオンプ
レミスワークロードを再ホストする

タスク 説明 必要なスキル

カットオーバーの準備完了とし
てマークします。

テストが完了したら、ユーザー
がカットオーバーインスタン
スを起動できるように、ソース
サーバーのステータスを変更し
てカットオーバーの準備ができ
ていることを示します。手順に
ついては、『クラウド移行ファ
クトリ実装ガイド』を参照して
ください。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

カットオーバーフェーズ

タスク 説明 必要なスキル

本番環境の導入計画を作成しま
す。

本番環境の導入計画 (バックアウ
ト計画を含む) を作成します。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

運用チームにダウンタイムを通
知します。

サーバーのダウンタイムスケ
ジュールを運用チームに通知し
ます。チームによっては、この
通知に対して変更リクエストま
たはサービスリクエスト (CR/
SR) チケットが必要な場合があ
ります。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

本番環境のマシンを複製しま
す。

アプリケーション移行サービス
または他の移行ツールを使用し
て、本番環境のマシンを複製し
ます。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

対象範囲内のソースサーバーを
シャットダウンします。

ソースサーバーのレプリケー
ションステータスを確認した
ら、ソースサーバーを停止し
て、クライアントアプリケー
ションからサーバーへのトラ
ンザクションを停止できます。
カットオーバーウィンドウで
ソースサーバーをシャットダウ
ンできます。詳細については、
クラウド『クラウド Migration 
Factory 実装ガイド』を参照して
ください。

クラウド管理者

カットオーバー用にインスタン
スを起動します。

アプリケーション移行サービス
の特定のウェーブのすべての
ターゲットマシンをカットオー
バーモードで起動します。詳細
については、クラウド『クラウ
ド Migration Factory 実装ガイ
ド』を参照してください。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

ターゲットインスタンス IP を取
得します。

ターゲットインスタンスの IP 
を取得します。DNS 更新が環
境内で手動で行われる場合は、
すべてのターゲットインスタ

移行スペシャリスト、クラウド
管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
BMC Discoveryを使用して移行計画データを抽出する

タスク 説明 必要なスキル
ンスの新しい IP アドレスを取
得する必要があります。詳細
については、クラウド『クラウ
ド Migration Factory 実装ガイ
ド』を参照してください。

ターゲットサーバーの接続を確
認します。

DNS レコードを更新したら、
ホスト名を使用してターゲット
インスタンスに接続し、接続を
確認します。詳細については、
クラウド『クラウド Migration 
Factory 実装ガイド』を参照して
ください。

移行スペシャリスト、クラウド
管理者

関連リソース
リファレンス:

• 移行方法
• AWS クラウド移行ファクトリ実装ガイド
• クラウド Migration Factory による大規模なサーバー移行の自動化
• AWS Application Migration Service ユーザーガイド
• AWS Migration Acceleration Program

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

BMC Discoveryクエリを使用して、移行計画に必要な
移行データを抽出します

ベン・テーラー・ハンブリン (AWS)、サイモン・カニンガム (AWS)、エマ・バルドリー (AWS)、シャブ
ナム・カーン (AWS) が作成

環境:プロダクション ソース:BMC ディスカバリー ターゲット:移行計画

R タイプ:リホスト ワークロード:その他すべての
ワークロード

テクノロジー:移行、管理とガバ
ナンス、ネットワーキング、ハ
イブリッドクラウド

AWS サービス:AWS Migration 
Hub

概要
このガイドでは、BMC Discovery を使用してオンプレミスのインフラストラクチャとアプリケーションか
らデータを抽出するのに役立つクエリの例と手順を示します。このパターンは、BMC Discoveryクエリを
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https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-application-migration-service.html
http://aws.amazon.com/migration-acceleration-program/
samples/p-attach/8e2d2d72-30cc-4e98-8abd-ac2ef95e599b/attachments/attachment.zip


AWS 規範的ガイダンス パターン
BMC Discoveryを使用して移行計画データを抽出する

使用してインフラストラクチャをスキャンし、ソフトウェア、サービス、および依存関係の情報を抽出す
る方法を示しています。抽出されたデータは、Amazon Web Services (AWS) クラウドへの大規模な移行
の評価段階とモバイル化段階で必要です。このデータを使用して、移行計画の一環としてどのアプリケー
ションを一緒に移行するかについての重要な決定を下すことができます。

前提条件と制限
前提条件

• BMC ディスカバリー (旧称 BMC ADDM) または BMC ヘリックスディスカバリーのサービスとしてのソ
フトウェア (SaaS) バージョンのライセンス

• オンプレミスまたは SaaS バージョンの BMC Discovery がインストールされている (注:オンプレミス
バージョンの BMC Discovery の場合、複数のデータセンターにわたる移行の対象となるすべてのネット
ワークデバイスとサーバーデバイスにアクセスできるクライアントネットワークにアプリケーションを
インストールする必要があります。 クライアントネットワークへのアクセスは、アプリケーションのイ
ンストール手順に従って提供する必要があります。 Windows Server 情報のスキャンが必要な場合は、
ネットワークに Windows プロキシマネージャーデバイスをセットアップする必要があります。)

• BMC Helix Discoveryを使用している場合、アプリケーションがデータセンター全体のデバイスをスキャ
ンできるようにするネットワークアクセス

製品バージョン

• BMC ディスカバリー 22.2 (12.5)
• BMC ディスカバリー 22.1 (12.4)
• BMC ディスカバリー 21.3 (12.3)
• BMC Discovery 21.05 (12.2)
• BMC Discovery 20.08 (12.1)
• BMC ディスカバリー 20.02 (12.0)
• BMC ディスカバリー 11.3
• BMC Discovery 11.2
• BMC Discovery 11.1
• BMC ディスカバリー 11.0
• BMC Atrium Discovery 10.2
• BMC Atrium Discovery 10.1
• BMC Atrium Discovery 10.0

アーキテクチャ
次の図は、資産管理者がBMC Discoveryクエリを使用して、SaaS環境とオンプレミス環境の両方でBMCモ
デルアプリケーションをスキャンする方法を示しています。

この図は、次のワークフローを示しています。資産管理者は、BMC DiscoveryまたはBMC Helix Discovery
を使用して、複数の物理サーバーでホストされている仮想サーバーで実行されているデータベースとソフ
トウェアインスタンスをスキャンします。このツールは、複数の仮想サーバーと物理サーバーにまたがる
コンポーネントを使用してアプリケーションをモデル化できます。

テクノロジースタック

• BMC Discovery
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BMC Discoveryを使用して移行計画データを抽出する

• BMC Helix Discovery

Tools
• BMC Discoveryは、データセンターを自動的に検出するのに役立つデータセンター検出ツールです。
• BMC Helix Discoveryは、データ資産とその依存関係を動的にモデル化するのに役立つSaaSベースの検

出および依存関係モデリングシステムです。

ベストプラクティス
クラウドに移行するときは、アプリケーション、依存関係、インフラストラクチャのデータをマッピング
するのがベストプラクティスです。マッピングは、現在の環境の複雑さやさまざまなコンポーネント間の
依存関係を理解するのに役立ちます。

これらのクエリが提供する資産情報は、いくつかの理由で重要です。

1. 計画 — コンポーネント間の依存関係を理解することは、移行プロセスをより効果的に計画するのに役
立ちます。たとえば、他のコンポーネントを正常に移行できるように、最初に特定のコンポーネントを
移行する必要がある場合があります。

2. リスク評価 — コンポーネント間の依存関係をマッピングすると、移行プロセス中に発生する可能性の
ある潜在的なリスクや問題を特定するのに役立ちます。たとえば、特定のコンポーネントが古いまたは
サポートされていないテクノロジーに依存しているため、クラウドで問題を引き起こす可能性があるこ
とに気付くかもしれません。

3. クラウドアーキテクチャ — アプリケーションとインフラストラクチャのデータをマッピングすると、
組織のニーズを満たす適切なクラウドアーキテクチャを設計するのにも役立ちます。たとえば、高可用
性またはスケーラビリティの要件をサポートするために、多層アーキテクチャを設計する必要がある場
合があります。

全体として、アプリケーション、依存関係、およびインフラストラクチャデータのマッピングは、クラウ
ド移行プロセスの重要なステップです。マッピング演習は、現在の環境をよりよく理解し、潜在的な問題
やリスクを特定し、適切なクラウドアーキテクチャを設計するのに役立ちます。

叙事詩
ディスカバリーツールの特定と評価

タスク 説明 必要なスキル

ITSM 所有者を特定してくださ
い。

ITサービス管理（ITSM）のオー
ナーを特定します（通常は運用
サポートチームに連絡して）。

マイグレーション・リード

CMDB を確認してください。 資産情報を含む構成管理データ
ベース (CMDB) の数を特定し、
その情報のソースを特定しま
す。

マイグレーション・リード

検出ツールを特定し、BMC 
Discoveryが使用できるかどうか
を確認してください。

組織が BMC Discovery を使
用して環境に関するデータを 
CMDB ツールに送信している
場合は、スキャンの範囲と対象
範囲を確認してください。たと
えば、BMC Discoveryがすべて
のデータセンターをスキャンし

マイグレーション・リード
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BMC Discoveryを使用して移行計画データを抽出する

タスク 説明 必要なスキル
ているかどうか、アクセスサー
バーが境界ゾーンにあるかどう
かを確認します。

アプリケーションモデリングの
レベルを確認してください。

アプリケーションが BMC 
Discovery でモデル化されてい
るかどうかを確認してくださ
い。そうでない場合は、BMC 
Discovery ツールを使用して、実
行中のどのソフトウェアインス
タンスがアプリケーションとビ
ジネスサービスを提供するかを
モデル化することをお勧めしま
す。

マイグレーションエンジニア、
マイグレーションリード

インフラストラクチャデータの抽出

タスク 説明 必要なスキル

物理サーバーと仮想サーバー上
のデータを抽出します。

BMC Discoveryによってスキャン
された物理サーバーと仮想サー
バー上のデータを抽出するに
は、クエリビルダーを使用して
次のクエリを実行します。

search Host show key as 
 'Serverid', virtual, 
 name as 'HOSTNAME', 
 os_type as 'osName', 
 os_version as 'OS Version', 
 num_logical_processors as 
 'Logical Processor Counts', 
 cores_per_processor 
 as 'Cores per 
 Processor', logical_ram 
 as 'Logical RAM', 
 #Consumer:StorageUse:Provider:DiskDrive.size 
 as 'Size'

注:抽出したデータを使用して、
移行に適したインスタンスサイ
ズを決定できます。

マイグレーションエンジニア、
マイグレーションリード

モデル化されたアプリケーショ
ンのデータを抽出します。

アプリケーションが BMC 
Discovery でモデル化されている
場合は、アプリケーションソフ
トウェアを実行するサーバーに
関するデータを抽出できます。
サーバー名を取得するには、ク
エリビルダーを使用して次のク
エリを実行します。

search SoftwareInstance show 
 key as 'ApplicationID', 
 #RunningSoftware:HostedSoftware:Host:Host.key 

BMC ディスカバリーアプリケー
ション所有者
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タスク 説明 必要なスキル
 as 'ReferenceID', type, 
 name

注:BMC Discovery では、実行
中のソフトウェアインスタン
スのコレクションによってアプ
リケーションがモデル化されま
す。アプリケーションは、アプ
リケーションソフトウェアを実
行するすべてのサーバーに依存
しています。

データベース上のデータを抽出
します。

スキャンされたすべてのデータ
ベースと、これらのデータベー
スが稼働しているサーバーのリ
ストを取得するには、クエリビ
ルダーを使用して次のクエリを
実行します。

search Database show key 
 as 'Key', name, type as 
 'Source Engine Type', 
 #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.name 
 as 'Software Instance', 
 #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.product_version 
 as 'Product Version', 
 #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.edition 
 as 'Edition', 
 #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.#RunningSoftware:HostedSoftware:Host:Host.key 
 as 'ServerID'

Application Orner

サーバー通信に関するデータを
抽出します。

BMC Discovery が過去のネッ
トワーク通信ログから収集し
たサーバー間のすべてのネッ
トワーク通信に関する情報を取
得するには、クエリビルダーを
使用して次のクエリを実行しま
す。

search Host 
 TRAVERSE 
 InferredElement:Inference:Associate:DiscoveryAccess 
 TRAVERSE 
 DiscoveryAccess:DiscoveryAccessResult:DiscoveryResult:NetworkConnectionList 
 TRAVERSE 
 List:List:Member:DiscoveredNetworkConnection 
 PROCESS WITH 
 networkConnectionInfo

BMC ディスカバリーアプリケー
ション所有者
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タスク 説明 必要なスキル

アプリケーション検出に関する
データを抽出します。

アプリケーションの依存関係に
関する情報を取得するには、ク
エリビルダーを使用して次のク
エリを実行します。

search SoftwareInstance 
 show key as 'SRC App ID', 
 #Dependant:Dependency:DependedUpon:SoftwareInstance.key 
 as 'DEST App ID'

BMC ディスカバリーアプリケー
ション所有者

ビジネスサービスに関するデー
タを抽出します。

ホストが提供するビジネスサー
ビスに関するデータを抽出する
には、クエリビルダーを使用し
て次のクエリを実行します。

search Host show name, 
 #Host:HostedSoftware:AggregateSoftware:BusinessService.name 
 as 'Name'

BMC ディスカバリーアプリケー
ション所有者

トラブルシューティング

問題 解決策

クエリの実行に失敗するか、入力されていない列
が含まれています。

BMC Discovery の資産レコードを確認して、必要
なフィールドを決定します。次に、クエリビルダ
を使用してクエリ内のこれらのフィールドを置き
換えます。

従属資産の詳細は入力されません。 これは、アクセス権限またはネットワーク接続が
原因である可能性があります。検出ツールには、
特定のアセットにアクセスするのに必要な権限が
ない場合があります。特に、アセットが別のネッ
トワークや異なる環境にある場合はそうです。

調査対象分野の専門家と緊密に連携して、関連す
るすべての資産が特定されていることを確認する
ことをお勧めします。

関連リソース
リファレンス:

• BMC ディスカバリーライセンス資格 (BMC ドキュメント)
• BMC ディスカバリーの機能とコンポーネント (BMC マニュアル)
• BMC ディスカバリーユーザーガイド (BMC ドキュメント)
• データの検索 (BMC ディスカバリーで) (BMC ドキュメント)
• 移行のためのポートフォリオの発見と分析 (AWS Prescriptive Guidance)

チュートリアルとビデオ

1571

https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/bmc-discovery-licensing-entitlement-531336348.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/bmc-discovery-features-and-components-1052418000.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/documentation-home-1076265149.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/120/searching-for-data-911457232.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-portfolio-discovery/welcome.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
再配置

• BMC ディスカバリー:ウェビナー-レポートクエリのベストプラクティス (パート 1YouTube)

再配置
トピック

• 継続的なレプリケーションを行うには、AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle データベース
を別の AWS アカウントと AWS リージョンに移行します。 (p. 1572)

• VMware HCX を使用して VMware SDDC を VMware クラウドオンの VMware クラウドに移
行 (p. 1578)

• Amazon RDS DB インスタンスを別の VPC またはアカウントに移行する (p. 1580)
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを別の VPC に移行します (p. 1583)
• Amazon Redshift クラスターを中国の AWS リージョンに移行する (p. 1586)
• VMware HCX を使用して AWS 上の VMware クラウドにワークロードを移行します (p. 1596)
• pg_transport を使用して PostgreSQL データベースを移行するには (p. 1617)

継続的なレプリケーションを行うには、AWS DMS を
使用して Amazon RDS for Oracle データベースを別の 
AWS アカウントと AWS リージョンに移行します。

作成者:ドゥルガー・プラサド・チープリ (AWS)

R タイプ: 再配置 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
Oracle

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Oracle AWS サービス: Amazon RDS

概要
このパターンでは、Amazon RDS for Oracle ソースデータベースを別の AWS アカウントと AWS リー
ジョンに移行する手順について説明します。このパターンでは、1 回限りのフルデータロードに DB ス
ナップショットを使用し、AWS Database Migration Service (AWS DMS) による継続的なレプリケーショ
ンを可能にします。

前提条件と制限
前提条件

• が管理する Amazon RDS for Oracle データベースを含むアクティブな AWS アカウント。このデータ
ベースは、デフォルト以外の AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して暗号化されて
います。

• ターゲットの Amazon RDS for Oracle データベースに使用する、ソースデータベースとは異なる AWS 
リージョンにあるアクティブな AWS アカウント
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS for Oracle を別の AWS 
リージョンとアカウントに移行する

• ソースVirtual Private Cloud (VPC) のVirtual Private Cloud (VPC) ピアリング
• Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用することに精通している
• AWS DMS のターゲットとして Oracle データベースを使用することに関する知識 

製品バージョン

• Oracle バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降) および 12.2 および 18c。サポートされているバー
ジョンとエディションの最新リストについては、AWS ドキュメントの「AWS DMS のソースとしての
Oracle データベースの使用」と「AWS DMS のターゲットとして Oracle データベースを使用する」
を参照してください。Amazon RDS でサポートされている Oracle バージョンについては、「Amazon 
RDS 上の Oracle」を参照してください。

アーキテクチャ
ソースとターゲットのテクノロジースタック

• Amazon RDS for Oracle DB インスタンス

継続的なレプリケーションアーキテクチャ

Tools
1 回限りのフルデータロードに使用されるツール:

• Amazon RDS DB スナップショット — Amazon RDS は DB インスタンスのストレージボリュームのス
ナップショットを作成し、個々のデータベースだけではなく、その DB インスタンス全体をバックアッ
プします。DB スナップショットを作成したら、バックアップする DB インスタンスを識別した後、DB 
スナップショットに名前を付けて後で復元できるようにする必要があります。スナップショットを作成
するためにかかる時間は、データベースのサイズによって異なります。スナップショットにはストレー
ジボリューム全体が含まれているため、一時ファイルなどのファイルのサイズも、スナップショット
を作成するための時間に影響します。DB スナップショットの使用の詳細については、Amazon RDS ド
キュメントの「DB スナップショットの作成」を参照してください。

• Amazon RDS 暗号化用の KMS キー-暗号化された DB インスタンスを作成するときに、暗号化キーの 
KMS キー識別子を指定できます。KMS キー識別子を指定しない場合、Amazon RDS は新しい DB イ
ンスタンスにデフォルトの暗号化キーを使用します。AWS KMS は、AWS アカウント用にデフォルト
の暗号化キーを作成します。AWS アカウントには、AWS のリージョンごとにデフォルトの暗号化キー
があります。このパターンでは、Amazon RDS DB インスタンスはデフォルト以外の KMS キーを使
用して暗号化する必要があります。Amazon RDS 暗号化に KMS キーを使用する方法の詳細について
は、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してください。

継続的なレプリケーションに使用されるツール:

• AWS DMS — このパターンでは、AWS DMS を使用して進行中の変更をレプリケートし、ソースデータ
ベースとターゲットデータベースの同期を維持します。継続的なレプリケーションに AWS DMS を使用
する方法の詳細については、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS レプリケーションインスタンスの
使用」を参照してください。
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リージョンとアカウントに移行する

叙事詩
ソース AWS アカウントを設定する

タスク 説明 必要なスキル

ソースの Oracle DB インスタン
スを準備します。

Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスをアーカイブログモー
ドで実行し、保持期間を設定し
ます。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Amazon-
Managed を参照してください。

DBA

ソースOracle DB インスタンスの
サプリメンタルロギングを設定
します。

Amazon RDS Oracle DB イ
ンスタンスのデータベースレ
ベルおよびテーブルレベル
の補足ロギングを設定しま
す。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Amazon-
Managed を参照してください。

DBA

ソースアカウントの KMS キーポ
リシーを更新します。

ソース AWS アカウントの KMS 
キーポリシーを更新して、ター
ゲット AWS アカウントが暗
号化された Amazon RDS KMS 
キーを使用できるようにしま
す。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/kms/
latest/developerguide/key-policy-
modifyingkey-policy-modifying-
external .html#-アカウントを参照
してください。

SysAdmin

ソース DB インスタンスの手
動 Amazon RDS DB スナップ
ショットを作成します。

  AWS IAM ユーザー

手動で暗号化された Amazon 
RDS スナップショットを、対象
の AWS アカウントと共有しま
す。

詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
AmazonRDS/latest/UserGuide /
USER_ShareSnapshot .html を参
照してください。

AWS IAM ユーザー

ターゲット AWS アカウントを設定する

タスク 説明 必要なスキル

ポリシーをアタッチします。 ターゲット AWS アカウント
で、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーを
ルート IAM ユーザーにアタッチ

SysAdmin
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS for Oracle を別の AWS 
リージョンとアカウントに移行する

タスク 説明 必要なスキル
し、IAM ユーザーが共有 AWS 
KMS キーを使用して暗号化され
た DB スナップショットのコピー
を許可します。

ソース AWS リージョンに切り替
えます。

  AWS IAM ユーザー

共有スナップショットをコピー
します。

Amazon RDS コンソールの [ス
ナップショット] ペインで、
[Shared with Me] を選択し、
共有スナップショットを選
択します。ソースデータベー
スで使用される KMS キーの 
Amazon リソースネーム (ARN) 
を使用して、スナップショッ
トをソースデータベースと同
じ AWS リージョンにコピーし
ます。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
AmazonRDS/latest/UserGuide /
USER_CopySnapshot .html を参
照してください。

AWS IAM ユーザー

ターゲット AWS リージョンに切
り替え、新しい KMS キーを作成
します。

  AWS IAM ユーザー

スナップショットのコピー ソース AWS リージョンに切り替
えます。Amazon RDS コンソー
ルの [スナップショット] ペイン
で、[Owned by Me] を選択し、
コピーしたスナップショットを
選択します。新しいターゲット 
AWS リージョンの KMS キーを
使用して、スナップショットを
ターゲット AWS リージョンにコ
ピーします。

IAM ユーザー

スナップショットを復元しま
す。

ターゲット AWS リージョ
ンに切り替えます。Amazon 
RDS コンソールの [スナップ
ショット] ペインで、[Owned 
by Me] を選択します。コピー
したスナップショットを選択
し、Amazon RDS for Oracle 
DB インスタンスに復元しま
す。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
AmazonRDS/latest/UserGuide /
USER_RestoreFromSnapshot .html 
を参照してください。

AWS IAM ユーザー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS for Oracle を別の AWS 
リージョンとアカウントに移行する

継続的なレプリケーションに備えてソースデータベースを準備する

タスク 説明 必要なスキル

適切なアクセス許可を持つ 
Oracle ユーザーを作成して、適
切なアクセス許可を持ちます。

の必要なアクセス許可を持
つ Oracle ユーザーを AWS 
DMS のソースとして作成しま
す。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide./
CHAP_Source.Oracle.html を参
照してください。

DBA

Oracle LogMiner または Oracle 
バイナリリーダーのソースデー
タベースを設定します。

  DBA

継続的なレプリケーションに備えてターゲットデータベースを準備する

タスク 説明 必要なスキル

適切なアクセス許可を持つ 
Oracle ユーザーを作成して、適
切なアクセス許可を持ちます。

の必要なアクセス許可を持つ 
Oracle ユーザーを AWS DMS 
のターゲットとして作成しま
す。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_Target.Oracle.html#CHAP_Target.Oracle.Privileges 
を参照してください。

DBA

AWS DMS コンポーネントの作成

タスク 説明 必要なスキル

ターゲット AWS リージョンにレ
プリケーションインスタンスを
作成します。

ターゲット AWS リージョ
ンの VPC にレプリケーショ
ンインスタンスを作成しま
す。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_GettingStarted .html 
#CHAP_ を参照してく
ださいGettingStarted。 
ReplicationInstance。

IAM ユーザー

必要な暗号化を使用してソース
エンドポイントとターゲットエ
ンドポイントを作成し、接続を
テストします。

詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_GettingStarted .html 
#CHAP_GettingStarted .Endpoints 
を参照してください。

DBA

レプリケーションタスクを作成
します。

移行タイプには、継続的なレプ
リケーションを選択します。変

IAM ユーザー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS for Oracle を別の AWS 
リージョンとアカウントに移行する

タスク 説明 必要なスキル
更データキャプチャ (CDC) の
開始点には、Amazon RDS ス
ナップショットが全ロードで作
成されたときの Oracle システ
ム変更番号 (SCN)、または全
ロードが作成されたときのタイ
ムスタンプを使用します。の場
合は TargetTablePrepMode、
「何もしない」を選択します。
タスクに大きいバイナリオブ
ジェクト (LOB) データテーブル
がある場合は、制限付き LOB 
モードを選択し、最大 LOB サ
イズをテーブル内の LOB デー
タの最大サイズに設定します。
ログ作成を有効化します。キー
によって関連付けられたテー
ブルを 1 つのタスクにグルー
プ化します。大量のLOBデータ
を含むテーブルがあり、その
テーブルが他のテーブルと関係
がない場合は、前述のLOB設定
を使用して別のタスクを作成し
ます。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_GettingStarted .html 
#CHAP_GettingStarted .Tasks を
参照してください。

タスクを開始して監視します。 詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_Monitoring.html を参照し
てください。

IAM ユーザー

必要に応じてタスクの検証を有
効にします。

検証を有効にすると、レプリ
ケーションのパフォーマンス
に影響することに注意してくだ
さい。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide./
CHAP_Validating.html を参照し
てください。

IAM ユーザー

関連リソース
• KMS キーポリシーの変更 
• 手動の Amazon RDS DB スナップショットの作成 
• 手動の Amazon RDS DB スナップショットの共有 
• スナップショットのコピー 
• Amazon RDS DB スナップショットからの復元 
• AWS DMS の使用を開始する 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware SDDC を VMware Cloud on AWS に移行

• Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用する 
• Oracle データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する 
• VPC ピアリングを使用した AWS DMS セットアップ 
• 手動の Amazon RDS DB スナップショットまたは DB クラスタースナップショットを別の AWS アカウ

ントと共有する方法を教えてください。 (AWS ナレッジセンターの記事)

VMware HCX を使用して VMware SDDC を VMware 
クラウドオンの VMware クラウドに移行

ディーパック・クマール (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:ネットワーク ターゲット:VMware Cloud on 
AWS

R タイプ:リロケート テクノロジー:移行、インフラス
トラクチャ

概要
このパターンは、上の、上の、VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware 
VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware 
VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware 
VMware VMware VMware VMware、移行では、AWS クラウド上の VMware エンタープライズクラスのソ
フトウェア定義データセンター (SDDC) ソフトウェアを使用して、AWS サービスへのアクセスを最適化し
ます。 

VMware Cloud on AWS は、コンピューティング、ストレージ、ネットワークの仮想化製品 
(vSphere、vSAN、VMware NSX) を VMware vCenter サーバ管理と統合します。VMware vCenter サーバ
管理は、柔軟性に優れた専用のベアメタルな AWS インフラストラクチャで実行するように最適化されて
います。結果として得られるインフラストラクチャは、メンテナンスが少なく、シンプルで、ハイパーコ
ンバージドになっています。 

このサービスにより、IT チームは使い慣れた VMware ツールを使用してクラウドベースのリソースを管理
できます。詳細については、上の、上の、上の、、上の、上の、上の、上の、上の、上の、上の、

VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware 
上の、

• ハイブリッド性 (データセンターの拡張): 既存のオンプレミスの VMware SDDC を AWS に拡張して、
フットプリントの拡張、オンデマンドの容量、テスト/開発環境、仮想デスクトップを提供します。

• クラウド退避 (データセンター全体のインフラストラクチャの更新): データセンターを統合し、完全に 
AWS クラウドに移行します (データセンターのコロケーション処理やリース終了の処理を含む)。

• アプリケーション固有の移行:特定のビジネスニーズに合わせて個々のアプリケーションを AWS クラウ
ドに移行します。 

前提条件と制限
前提条件

• 上AWS、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware SDDC を VMware Cloud on AWS に移行

• My VMware アカウントにサインアップしてください。https://my.vmware.com/web/vmware/ で登録し、
すべてのフィールドに記入してください。

• vCenter とホストのバージョンを確認し、VM の数を収集します。可能であれば、RVToolsのエクスポー
トを依頼して、仮想環境に関する情報を表示してください。vCenter vCenterのバージョン6.0以降をお
勧めします。 

• データセンターネットワーク (L2) を拡張したり、HCX を使用して vMotion をテストしたり、vRealize 
Network Insight を使用してアプリケーションの依存関係を分析したりする場合は、分散型仮想スイッチ
をデプロイする必要があります。

• VMware Cloud on AWS に SDDC を作成するには、競合しないオンプレミスの現在の管理サブネット
ネットワークを選択します。

• 『VMware HCX ユーザーガイド』に記載されている前提条件を確認して、HCX の要件を確認してくだ
さい。 

• 移行の波に備えて VM を特定してグループ化します。テストに使用できる VM を確認してください。
• 相対的な帯域幅消費量、WAN 圧縮、データ転送速度に関するあらゆるデータを収集します。

Notes (メモ)

• オンプレミスで VMware NSX-V または NSX-T を使用する必要はありません。
• HCX には追加費用はありません (VMware Cloud on AWS に含まれています)。

アーキテクチャ
次の図は、複数のコンポーネントサービスに基づいて構築された HCX ソリューションを示します。各コ
ンポーネントは HCX ソリューションの特定の機能をサポートします。各 HCX コンポーネントの詳細につ
いては、ブログ記事「ハイブリッドクラウド拡張 (HCX) による VMware Cloud on AWS へのワークロード
の移行」を参照してください。

ソース・テクノロジー・スタック

• VMware vSphereによって管理されるオンプレミスの仮想マシンとアプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

• 上VMware Cloud on AWS

Tools
• VMware HCX — VMware HCX は、データセンターやクラウド環境間でアプリケーションやワークロー

ドを移行するために使用できるツールです。VMware Cloud on AWS に含まれています。

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

移行戦略を選択してください。 データセンターを拡張 (ハイブ
リッド化) するか、すべてのデー
タセンターを移行 (クラウド退避) 

SysAdmin、アプリ所有者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS DB インスタンスを別
の VPC またはアカウントに移行する

タスク 説明 必要なスキル
するか、特定のアプリケーショ
ンを AWS に移行するかを決定し
ます。

HCX 要件を検証します。 移行情報については、『VMware 
HCX ユーザーガイド』を参照し
てください。

SysAdmin、アプリ所有者

上の、、、、、、、、、、、、、

タスク 説明 必要なスキル

VM またはアプリケーションを移
行します。

詳細については、VMware ドキュ
メントの「VMware HCX による
ハイブリッド移行」を参照して
ください。

SysAdmin、アプリ所有者

関連リソース
• VMware Cloud on AWS: はじめに
• VMware HCX によるハイブリッド移行
• ヴイエムウェア HCX ユーザーガイド
• VMware Cloud on AWS 料金表
• VMware Cloud on AWS ロードマップ  

Amazon RDS DB インスタンスを別の VPC またはア
カウントに移行する
Virender Singla (AWS) によって作成されました

R タイプ: 再配置 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; マ
イグレーション

AWS サービス: Amazon RDS

概要
このパターンは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンスを、ある仮想プラ
イベートクラウド (VPC) から同じ AWS アカウント内の別の仮想プライベートクラウド (VPC) に、または
ある AWS アカウントから別の AWS アカウントに移行するためのガイダンスを提供します。

このパターンは、分離やセキュリティ上の理由から Amazon RDS DB インスタンスを別の VPC またはア
カウントに移行する場合に便利です。(例えば、アプリケーションスタックとデータベースを別のアカウン
トに置くことができます。) 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS DB インスタンスを別
の VPC またはアカウントに移行する

この移行はデータベースのダウンタイムを引き起こすため、それに応じて計画を立てる必要がありま
す。DB インスタンスを別の AWS アカウントに移行すると、別の VPC に移行するよりもダウンタイムが
長くなります。これは、手動でスナップショットを取得して共有し、そのスナップショットをターゲット
アカウントに復元するには時間がかかるためです。 別の方法として、AWS Data Migration Service (AWS 
DMS) を使用して変更によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。ただし、データベースの変
更やトランザクションレートによっては、このプロセスに時間がかかることもあります。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• VPC、サブネット、および Amazon RDS コンソールに必要な AWS Identity and Access Management 

(IAM) アクセス許可。

機能制限

• VPC を変更するとデータベースが再起動し、アプリケーションが停止するため、移行はピークの少ない
時間に行ってください。

• Amazon RDS を別の VPC に移行する際の制限事項:
• Amazon RDS が複数のアベイラビリティーゾーンに置かれないようにしてください。
• Amazon RDS にはリードレプリカがあってはなりません。
• ターゲット VPC で作成されたサブネットグループには、ソースデータベースが実行されているアベイ

ラビリティーゾーンのサブネットが必要です。
• Amazon RDS を別の AWS アカウントに移行する際の制限事項:

• Amazon RDS のデフォルトサービスキーで暗号化されたスナップショットの共有は、現在サポートさ
れていません。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• VPC /AWS アカウント内の Amazon RDS DB インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

• 別の VPC /AWS アカウントの Amazon RDS DB インスタンス

Tools
• AWS DMS — Amazon RDS DB インスタンスを別のアカウントに移行する際にデータベースのダウンタ

イムが懸念される場合は、AWS データ移行サービス (AWS DMS) を使用してください。このサービスで
は、通常 5 分未満の停止時間しか発生しないデータ複製が提供されます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS DB インスタンスを別
の VPC またはアカウントに移行する

エピック
同じ AWS アカウントの別の VPC に移行する

タスク 説明 必要なスキル

新しい VPC を作成します。 Amazon VPC コンソールで、必
要なプロパティと IP アドレス範
囲を使用して新しい VPC とサブ
ネットを作成します。

Admin

DB サブネットグループを作成し
ます。

Amazon RDS コンソールで、[サ
ブネットグループ] を選択し、
[DB サブネットグループの作成] 
を選択して、サブネット名、説
明、VPC ID を入力します。

Admin

Amazon RDS DB インスタンス
を変更して、新しいサブネット
グループとセキュリティグルー
プを選択します。

Amazon RDS コンソールの [ネッ
トワークとセキュリティ] で、新
しい VPC に関連するサブネット
グループを選択し、その VPC に
適切なセキュリティグループを
選択します。[すぐに適用] を選択
します。

Admin

別の AWS アカウントに移行する

タスク 説明 必要なスキル

ターゲット AWS アカウントに新
しい VPC とサブネットグループ
を作成します。

Amazon VPC コンソールで、必
要なプロパティと IP アドレス範
囲を使用して新しい VPC を作成
します。Amazon RDS コンソー
ルでサブネットを作成し、DB 
サブネットグループを作成しま
す。

Admin

データベースのスナップショッ
トを手動で作成し、そのスナッ
プショットをターゲットアカウ
ントと共有します。

ターゲットアカウント ID を指定
して、ターゲット AWS アカウン
トとスナップショットを共有し
ます。

Admin

新しいサブネットグループの共
有スナップショットから新しい 
Amazon RDS DB インスタンス
を起動します。

  Admin

関連リソース
• アマゾン VPC ドキュメント
• Amazon RDS ドキュメント
• RDS DB VPC 用に変更するにはどうすればよいですか?  (AWS ナレッジセンターの記事)
• Amazon RDS リソースの所有権を別の AWS アカウントに移転する方法を教えてください。 (AWS ナ

レッジセンターの記事)
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• 手動の Amazon RDS DB スナップショットまたは DB クラスタースナップショットを別の AWS アカウ
ントと共有する方法を教えてください。 (AWS ナレッジセンターの記事)

• AWS DMS のドキュメント

Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを別の VPC 
に移行します

ピネシュ・シグナル (AWS) により作成

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
Oracle

R タイプ: 再配置 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon RDS

概要
この移行パターンは、Amazon RDS for Oracle データベース (DB) インスタンスを、ある仮想プライベー
トクラウド (VPC) から同じAmazon Web Services (AWS) アカウントの別の VPC step-by-step に移行す
るためのガイダンスを提供します。例えば、ビジネスでデータベースと Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) アプリケーションサーバーが同じ VPC に存在する必要がある場合は、このパターンを使用
できます。

このパターンは、トランザクション数が多い数テラバイトの Oracle ソースデータベースに対して、ダウン
タイムがほとんどないオンライン移行戦略を示しています。

Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを別の VPC に移動するには、Amazon RDS サブネットグルー
プを変更する必要があります。このサブネットグループには、新しい VPC と必要なサブネットがあらか
じめ設定されている必要があります。あるネットワークから別のネットワークへの VPC 変更中、Amazon 
RDS インスタンスは再起動するため、移動中はデータベースにアクセスできなくなります。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント 
• プライベートサブネットを持つ 2 つの VPC
• インバウンドとアウトバウンドのセキュリティグループを使用して設定された Amazon RDS for Oracle 

データベースインスタンス (稼働中)

機能制限

• 複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる DB インスタンス (マルチ AZ) はサポートされていませ
ん。ただし、このパターンにより、この制限を回避できます。

• リードレプリカがオンになっている間は DB インスタンスを移行できません。
• 新しい VPC のサブネットグループは、データベースと同じアベイラビリティーゾーンに存在する必要が

あります。
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• DB を別の VPC に移動するとデータベースが再起動し、アプリケーションが数分間停止するため、移行
は予定されているメンテナンス期間またはトラフィックの少ない時間に行う必要があります。

製品バージョン

• Amazon RDS for Oracle DB インスタンス、12.1.0.2 以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Amazon RDS for Oracle 12.1.0.2.v22 DB インスタンスの VPC 内の Amazon RDS
• 別のルートテーブルに設定された VPC
• VPC で設定された Amazon RDS サブネットグループ
• Amazon RDS オプショングループ (必要な場合)

ターゲットテクノロジースタック

• 別の VPC にバージョン 12.1.0.2.v22 の Amazon RDS for Oracle Database インスタンスインスタンスの 
Amazon RDS for Oracle Database インスタンス

• Amazon VPC は別のルートで設定されています
• 新しい VPC で設定された Amazon RDS サブネットグループ
• Amazon RDS オプショングループ (必要な場合)

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、コンソールを使用して Amazon RDS for Oracle DB を、ある VPC のプライベートサブネットか
ら別の VPC のプライベートサブネットに移動する方法を示しています。

1. コンソールを使用して、移行元 Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを変更します。
2. ターゲット VPC で、サブネットグループを変更し、使用している場合はオプショングループを変更し

ます。

Tools
• Amazon RDS — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショ

ナルデータベースを簡単にセットアップ、および運用し、スケーリングすることのできるウェブサー
ビスです。リレーショナルデータベース向けに、費用対効果に優れた拡張機能を備え、一般的なデータ
ベース管理タスクを管理します。このパターンでは、Amazon RDS for Oracle が使用されます。

エピック
既存の VPC 内の Amazon RDS for Oracle データベースの設定を変更します。

タスク 説明 必要なスキル

サブネットグループを作成しま
す。

Amazon RDS でサブネットグ
ループを設定します。

一般的な AWS
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タスク 説明 必要なスキル

オプショングループを作成しま
す。

(オプション) Amazon RDS で
オプショングループを設定しま
す。

一般的な AWS

Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスを変更します。

サブネットグループとオプショ
ングループを使用してデータ
ベースを変更します。

一般的な AWS、DBA

必要に応じて Oracle データベー
スを更新します。

ソース Amazon RDS for Oracle 
データベースを移行するには、
以下の変更を行います。

• リードレプリカが存在する場
合は削除します。

• マルチ AZ 機能がオンになって
いる場合は、オフにします。

一般的な AWS

ターゲット VPC 内の Amazon RDS for Oracle Database のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

サブネットグループを作成しま
す。

Amazon RDS では、新しい VPC 
のサブネットとデータベースの
アベイラビリティーゾーンを使
用してサブネットグループを設
定します。

一般的な AWS

オプショングループを作成しま
す。

(オプション) Amazon RDS で
オプショングループを設定しま
す。

一般的な AWS

Amazon RDS for Oracle 
Database を変更します。

新しい VPC の新しいサブネット
グループとオプショングループ
を使用してデータベースを変更
します。これらの変更はすぐに
適用することも、メンテナンス
期間中に適用することもできま
す。

変更には数分かかる場合があり
ます。変更中、次のステータス
変更が表示されます。

• moving-to-vpc
• Configuring-enhanced-

monitoring
• 変更
• 使用可能

この変更により、新しい VPC の
デフォルトセキュリティグルー
プがアタッチされます。Amazon 
RDS for Oracle の必要に応じて

一般的な AWS、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
新しいセキュリティグループを
アタッチします。

必要に応じて、Amazon RDS for 
Oracle Database を更新します。

新しい VPC のターゲット 
Amazon RDS for Oracle データ
ベースに移行した後、必要に応
じて次の変更を行います。

• リードレプリカがソースデー
タベースに存在する場合は、
リードレプリカを有効にしま
す。

• ソースデータベースでマルチ 
AZ 機能がオンになっている場
合は、それをオンにします。

一般的な AWS

アプリケーションの接続をテス
トします。

どのアプリケーションからでも
データベース接続テストを実行
できます。新しい VPC で変更さ
れた Amazon RDS for Oracle DB 
が接続されており、アプリケー
ションからアクセスできること
を確認します。

アプリ所有者

関連リソース
• アマゾン VPC ドキュメント
• VPC とサブネット
• VPC 内の DB インスタンスの使用
• Amazon RDS ドキュメント
• Amazon RDS 上のオラクル
• Amazon RDS コンソール
• VPC を Amazon RDS DB インスタンス用に変更するにはどうすればよいですか?

Amazon Redshift クラスターを中国の AWS リージョ
ンに移行する

作成者:ジン・ヤン (AWS)

R タイプ: 再配置 環境: 本番稼働用 テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon Redshift ソース: AWS Redshift

ターゲット: AWS Redshift
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概要
このパターンは、Amazon Redshift クラスターを別の AWS リージョンから中国の AWS step-by-step リー
ジョンに移行するアプローチを提供します。

このパターンでは、SQL コマンドを使用してすべてのデータベースオブジェクトを再作成し、UNLOAD 
コマンドを使用して、このデータを Amazon Redshift から Amazon Redshift から、移行元リージョSimple 
Storage Service (Amazon S3) バケットに移動します。その後、データは中国の AWS リージョンの S3 
バケットに移行されます。COPY コマンドは S3 バケットからデータをロードし、ターゲット Amazon 
Redshift クラスターに転送するために使用されます。

Amazon Redshift は現在、中国の AWS リージョンへのスナップショットコピーなどのクロスリージョン
機能をサポートしていません。このパターンは、その制限を回避する方法を提供します。このパターン
の手順を逆にして、中国の AWS リージョンから別の AWS リージョンにデータを移行することもできま
す。

前提条件と制限
前提条件

• 中国リージョンと中国以外の AWS リージョンの両方にあるアクティブな AWS アカウント
• 中国リージョンと中国以外の AWS リージョンの両方にある既存の Amazon Redshift クラスター

機能制限

• これはオフライン移行です。つまり、移行元の Amazon Redshift クラスターは移行中に書き込み操作を
実行できません。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• 中国以外の AWS リージョンの Amazon Redshift クラスター

ターゲットテクノロジースタック

• 中国の AWS リージョンの Amazon Redshift クラスター

ターゲットアーキテクチャ

Tools
Tools

• Amazon S3 — Amazon S3 Simple Storage Service (Amazon S3) は、スケーラビリティ、データ可用
性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。Amazon 
S3 では、Amazon Redshift からのデータを保存できます。また、S3 バケットから Amazon Redshift に
データをコピーできます。

• Amazon Redshift は、クラウド内での完全マネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウス
サービスです。 

• psql — psql は PostgreSQL のターミナルベースのフロントエンドです。 
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叙事詩
移行元リージョンでの移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを起動および
設定するには。

AWS マネジメントコンソールに
サインインし、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
コンソールを開きます。現在
のリージョンは画面上部のナ
ビゲーションバーに表示されま
す。このリージョンを中国の 
AWS リージョンにすることは
できません。Amazon EC2 コン
ソールダッシュボードで、[イン
スタンスを起動] を選択し、EC2 
インスタンスを作成および設定
するには。重要: インバウンド
ルールの EC2 セキュリティグ
ループが、ソースマシンから 
TCP ポート 22 への無制限アクセ
スを許可していることを確認し
てください。EC2 インスタンス
を起動および設定する方法につ
いては、「関連リソース」セク
ションを参照してください。

DBA、開発者

psql ツールをインストールしま
す。

PostgreSQL をダウンロードし、
インストールします。psql ツー
ルは、Amazon Redshift から提
供されるのではなく PostgreSQL 
とともにインストールされま
す。psql の使用と PostgreSQL 
ツールのインストールの詳細に
ついては、「関連リソース」セ
クションを参照してください。

DBA

Amazon Redshift クラスターの詳
細を記録します。

Amazon Redshift コンソールを
開き、ナビゲーションペインで 
[クラスター] を選択します。次
に、リストから Amazon Redshift 
クラスター名を選択します。[プ
ロパティ] タブの [データベー
ス構成] セクションに、[データ
ベース名] と [ポート] を記録し
ます。「接続の詳細」セクショ
ンを開き、「エンドポイント：
<port>/」<databasename>形式の
「エンドポイント」を記録しま
す。重要: インバウンドルールの 
Amazon Redshift セキュリティグ
ループが EC2 インスタンスから
の TCP ポート 5439 への無制限
アクセスを許可していることを
確認してください。

DBA

1588



AWS 規範的ガイダンス パターン

タスク 説明 必要なスキル

psql を Amazon Redshift クラス
ターConnect。

コマンドプロンプトで、「psql-
h <endpoint>-U <userid>-d 
<databasename>-p<port>」コマ
ンドを実行して接続情報を指定
します。psql パスワードプロン
プトで、「<userid>」ユーザーの
パスワードを入力します。これ
で、Amazon Redshift クラスター
に接続されるので、コマンドを
インタラクティブに入力できま
す。

DBA

S3 バケットを作成します。 Amazon S3 コンソールを開
き、Amazon Redshift からエク
スポートされたファイルを保
持する S3 バケットを作成しま
す。S3 バケットを作成する方法
については、「関連リソース」
セクションを参照してくださ
い。

データベース管理者、AWS 全般

データのアンロードをサポート
する IAM ポリシーを作成しま
す。

AWS Identity and Access 
Management (IAM) コンソール
を開き、[ポリシー] を選択しま
す。[ポリシーの作成] を選択し、
[JSON] タブを選択します。「追
加情報」セクションからデータ
をアンロードするための IAM ポ
リシーをコピーして貼り付けま
す。重要: 「s3_bucket_name」
は S3 バケットの名前に置き換え
ます。[ポリシーの確認] を選択
し、ポリシーの名前と説明を入
力します。[ポリシーの作成] を選
択します。

DBA

Amazon Redshift のアンロード
オペレーションを許可する IAM 
ロールを作成します。

IAM コンソールを開き、[Roles] 
(ロール) を選択します。[ロール
を作成] を選択し、[信頼できる
エンティティのタイプを選択] で 
[AWS service] を選択します。
サービスに「Redshift」を選択
し、「Redshift — カスタマイ
ズ可能」を選択して、「次へ」
を選択します。前に作成した 
[Unload] ポリシーを選択し、[次
へ] を選択します。「ロール名」
を入力し、「ロールを作成」を
選択します。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを Amazon Redshift 
クラスターに関連付けます。

Amazon Redshift コンソールを
開き、「IAM ロールを管理」を
選択します。ドロップダウンメ
ニューから [Avple role (利用可能
なロール)] を選択し、先ほど作
成したロールを選択します。[変
更を適用] を選択します。「IAM 
ロールの管理」の IAM ロールの
「ステータス」が「同期中」と
表示されたら、UNLOAD コマン
ドを実行できます。

DBA

Amazon Redshift クラスターへの
書き込みオペレーションを停止
します。

移行が完了するまで、ソース 
Amazon Redshift クラスターへの
書き込み操作をすべて停止する
ことを忘れないでください。

DBA

ターゲットリージョンでの移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットリージョンで EC2 イ
ンスタンスを起動および設定す
るには。

中国のリージョン (北京また
は寧夏) の AWS マネジメント
コンソールにサインインしま
す。Amazon EC2 コンソール
で、[インスタンスを起動] を選
択し、EC2 インスタンスを作
成および設定するには。重要: 
インバウンドルールの Amazon 
EC2 セキュリティグループが、
ソースマシンからの TCP ポート 
22 への無制限のアクセスを許可
していることを確認してくださ
い。EC2 インスタンスを起動し
て設定する方法の詳細について
は、「関連リソース」セクショ
ンを参照してください。

DBA

Amazon Redshift クラスターの詳
細を記録します。

Amazon Redshift コンソールを
開き、ナビゲーションペインで 
[クラスター] を選択します。次
に、リストから Amazon Redshift 
クラスター名を選択します。[プ
ロパティ] タブの [データベー
ス構成] セクションに、[データ
ベース名] と [ポート] を記録し
ます。「接続の詳細」セクショ
ンを開き、「エンドポイント：
<port>/」<databasename>形式の
「エンドポイント」を記録しま
す。重要: インバウンドルールの 
Amazon Redshift セキュリティグ
ループが、EC2 インスタンスか
らの TCP ポート 5439 への無制

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
限のアクセスを許可しているこ
とを確認してください。

psql を Amazon Redshift クラス
ターConnect。

コマンドプロンプトで、「psql-
h <endpoint>-U <userid>-d 
<databasename>-p<port>」コマ
ンドを実行して接続情報を指定
します。psql パスワードプロン
プトで、「<userid>」ユーザーの
パスワードを入力します。これ
で、Amazon Redshift クラスター
に接続されるので、コマンドを
インタラクティブに入力できま
す。

DBA

S3 バケットを作成します。 Amazon S3 コンソールを開
き、Amazon Redshift からエクス
ポートされたファイルを保持す
る S3 バケットを作成します。こ
のストーリーやその他のストー
リーに関するヘルプについて
は、「関連リソース」セクショ
ンを参照してください。

DBA

データのコピーをサポートする 
IAM ポリシーを作成します。

IAM コンソールを開き、[ポリ
シー] を選択します。[ポリシー
の作成] を選択し、[JSON] タ
ブを選択します。「追加情報」
セクションからデータをコピー
するための IAM ポリシーをコ
ピーして貼り付けます。重要: 
「s3_bucket_name」は S3 バ
ケットの名前に置き換えます。
[ポリシーの確認] を選択し、ポ
リシーの名前と説明を入力しま
す。[ポリシーの作成] を選択しま
す。

DBA

Amazon Redshift のコピーオペ
レーションを許可する IAM ロー
ルを作成します。

IAM コンソールを開き、[Roles] 
(ロール) を選択します。[ロール
を作成] を選択し、[信頼できる
エンティティのタイプを選択] で 
[AWS service] を選択します。
サービスに「Redshift」を選択
し、「Redshift — カスタマイズ
可能」を選択して、「次へ」を
選択します。前に作成した [コ
ピー] ポリシーを選択し、[次へ] 
を選択します。「ロール名」を
入力し、「ロールを作成」を選
択します。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを Amazon Redshift 
クラスターに関連付けます。

Amazon Redshift コンソールを
開き、「IAM ロールを管理」を
選択します。ドロップダウンメ
ニューから [Avple role (利用可能
なロール)] を選択し、先ほど作
成したロールを選択します。[変
更を適用] を選択します。「IAM 
ロールの管理」の IAM ロールの
「ステータス」が「同期中」と
表示されたら、「COPY」コマン
ドを実行できます。

DBA

移行を開始する前に、ソースデータとオブジェクト情報を確認してください

タスク 説明 必要なスキル

ソース Amazon Redshift テーブ
ルの行を確認します。

「追加情報」セクションの
スクリプトを使用して、ソー
ス Amazon Redshift テーブ
ルの行数を確認して記録しま
す。UNLOAD スクリプトと 
COPY スクリプトでは、必ず
データを均等に分割してくださ
い。これにより、各スクリプト
の対象となるデータ量のバラン
スが取れるため、データのアン
ロードとロードの効率が向上し
ます。

DBA

ソース Amazon Redshift クラス
ター内のデータベースオブジェ
クトの数を確認します。

[追加情報] セクションのスクリプ
トを使用して、ソース Amazon 
Redshift クラスター内のデータ
ベース、ユーザー、スキーマ、
テーブル、ビュー、ユーザー定
義関数 (UDF) の数を確認および
記録します。

DBA

移行前に SQL ステートメントの
結果を確認してください。

データ検証用の SQL ステートメ
ントの中には、実際のビジネス
状況やデータ状況に応じてソー
トする必要があるものもありま
す。これは、インポートされた
データが一貫していて正しく表
示されていることを確認するた
めです。

DBA

データとオブジェクトをターゲットリージョンに移行

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Redshift DDL スクリプ
トを生成します。

「追加情報」セクションの
「Amazon Redshift をクエリす

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
る SQL ステートメント」セク
ションのリンクを使用して、
データ定義言語 (DDL) スクリプ
トを生成します。これらの DDL 
スクリプトには、「ユーザーの
作成」、「スキーマの作成」、
「ユーザーへのスキーマの権
限」、「テーブル/ビューの作
成」、「ユーザーへのオブジェ
クトの権限」、および「関数の
作成」クエリを含める必要があ
ります。

ターゲットリージョンの Amazon 
Redshift クラスターにオブジェク
トを作成します。

中国の AWS リージョンで AWS 
Command Line Interface (AWS 
CLI) を使用して DDL スクリプト
を実行します。これらのスクリ
プトは、ターゲットリージョン
のAmazon Redshift クラスターに
オブジェクトを作成します。

DBA

ソース Amazon Redshift クラス
ターデータを S3 バケットにアン
ロードします。

UNLOAD コマンドを実行して、
ソースリージョンの Amazon 
Redshift クラスターから S3 バ
ケットにデータをアンロードし
ます。

DBA、開発者

ソースリージョン S3 バケット
データをターゲットリージョン 
S3 バケットに転送します。

ソースリージョン S3 バケット
からターゲット S3 バケットに
データを転送します。「$ aws s3 
sync」コマンドは使用できない
ため、必ず「関連リソース」セ
クションの「AWS リージョンか
ら中国の AWS リージョンへの 
Amazon S3 データの転送」の記
事に記載されているプロセスを
使用してください。

デベロッパー

ターゲットの Amazon Redshift 
クラスターにデータをロードし
ます。

ターゲットリージョンのpsql 
ツールで、COPY コマンドを実
行して S3 バケットからターゲッ
ト Amazon Redshift クラスター
にデータをロードします。

DBA

移行後にソースリージョンとターゲットリージョンのデータを検証します

タスク 説明 必要なスキル

ソーステーブルとターゲット
テーブルの行数を検証および比
較します。

ソースリージョンとターゲット
リージョンのテーブル行数を
検証および比較して、すべてが
移行されていることを確認しま
す。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのデータ
ベースオブジェクトの数を確認
して比較します。

ソースリージョンとターゲット
リージョンのすべてのデータ
ベースオブジェクトを検証およ
び比較して、すべてが移行され
ていることを確認します。

DBA

ソースリージョンとターゲット
リージョンの SQL スクリプトの
結果を検証して比較します。

移行前に準備した SQL スクリプ
トを実行します。データを検証
および比較して、SQL の結果が
正しいことを確認します。

DBA

ターゲット Amazon Redshift ク
ラスターのすべてのユーザーの
パスワードをリセットします。

移行が完了し、すべてのデー
タが確認されたら、中国の 
AWS リージョンにある Amazon 
Redshift クラスターのすべての
ユーザーパスワードをリセット
する必要があります。

DBA

関連リソース
• Amazon S3 データを AWS リージョンから中国の AWS リージョンに転送する
• S3 バケットの作成
• Amazon Redshift ユーザーパスワードのリセット
• psql ドキュメンテーション

追加情報
データをアンロードするための IAM ポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:DeleteObject"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name/*"] 
    } 
  ]
}

データコピーの IAM ポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name"] 
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    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:GetObject"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name/*"] 
    } 
  ]
}

Amazon Redshift をクエリするための SQL ステートメント

##Database

select * from pg_database where datdba>1;

##User

select * from pg_user where usesysid>1;

##Schema

SELECT n.nspname AS "Name", 

  pg_catalog.pg_get_userbyid(n.nspowner) AS "Owner"

FROM pg_catalog.pg_namespace n

WHERE n.nspname !~ '^pg_' AND n.nspname <> 'information_schema'

ORDER BY 1;

##Table

select count(*) from pg_tables where schemaname not in ('pg_catalog','information_schema');

select schemaname,count(*) from pg_tables where schemaname not in 
 ('pg_catalog','information_schema') group by schemaname order by 1;

##View

SELECT  

    n.nspname AS schemaname,c.relname AS viewname,pg_catalog.pg_get_userbyid(c.relowner) as 
 "Owner"

FROM  

    pg_catalog.pg_class AS c

INNER JOIN 

    pg_catalog.pg_namespace AS n 

    ON c.relnamespace = n.oid

WHERE relkind = 'v' and n.nspname not in ('information_schema','pg_catalog');

##UDF

SELECT  

   n.nspname AS schemaname, 

   p.proname AS proname, 
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   pg_catalog.pg_get_userbyid(p.proowner) as "Owner"

FROM pg_proc p

LEFT JOIN pg_namespace n on n.oid = p.pronamespace

WHERE p.proowner != 1;

DDL ステートメントを生成する SQL スクリプト

• ユーザーによるスキーマのプライバシー取得スクリプト
• _TBL_DDL スクリプトを生成
• Generate_View_DDL
• DDLの権限付与取り消しを生成
• UDF_DDL を生成

VMware HCX を使用して AWS 上の VMware クラウ
ドにワークロードを移行します

ディーパック・クマール（AWS）とヒマンシュ・グプタ（AWS）によって作成されました

環境:プロダクション ソース:オンプレミスの VMware 
ワークロード

ターゲット:VMware Cloud on 
AWS

R タイプ:リロケート ワークロード:その他すべての
ワークロード

テクノロジー:移行、ハイブリッ
ドクラウド

AWS サービス:VMware Cloud on 
AWS、アマゾン VPC

概要
このパターンは、VMware ハイブリッドクラウド拡張 (HCX) を使用して、基盤となるプラットフォームを
変更することなく、オンプレミスの VMware 環境から VMware Cloud on AWS にワークロードを移行する
方法を説明しています。VMware HCXは、オンプレミスのデータセンターとクラウドサーバーの両方で、
移行を合理化し、ワークロードの再配分を支援し、データを保護し、ディザスタリカバリプロセスを最適
化します。このパターンでは、HCX のインストール、設定、アップグレード、アンインストールの手順に
ついて説明しています。

HCX は以下をサポートしています。

• 古いバージョンの VMware vSphere — HCX は、仮想マシン (VM) を古いバージョンの vSphere から 
VMware Cloud on AWS に移行するのに役立ちます。ホストは自動的に更新および修復されるため、移
行の準備に時間のかかる更新が不要になります。

• 一括移行 — HCX と WAN 最適化サービスを使用すると、多数の仮想マシンをダウンタイムなしでワン
ステップで移行でき、オンプレミスネットワークをクラウドに拡張できます。

• 異機種ネットワーク環境 — 現在のネットワーク (vSphere、NSX、VXLAN、NSX-T など) によって移行
の複雑さが決まります。HCX は、複雑な手順を必要とせずに、ネットワークアプリケーションの基礎を
抽出し、現在のネットワークをクラウドに拡張します。

• ネットワーク速度が遅い — 移行には通常 250 Mbps を超える接続速度が必要です。HCX では、約 100 
Mbps というはるかに低い速度でワークロードを移行できます。
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HCX は、3 種類のクラウド移行をサポートしています。

• ハイブリッド性 (データセンターの拡張) — 既存のオンプレミスの VMware ソフトウェアデファインド
データセンター (SDDC) を AWS に拡張して、フットプリントの拡張、オンデマンドキャパシティ、テ
スト/開発環境、仮想デスクトップを提供します。

• クラウド退避 (データセンター全体のインフラストラクチャの更新) — データセンターを統合し、完全に 
AWS クラウドに移行します (データセンターのコロケーション処理やリース終了の処理を含む)。

• アプリケーション固有の移行 — 特定のビジネスニーズに合わせて個々のアプリケーションを AWS クラ
ウドに移行します。 

HCX を使用すると、オンプレミス環境と VMware Cloud on AWS の間で双方向にワークロードを移行でき
ます。HCX には、ソースとターゲットの間でワークロードを移行する方法が複数用意されています。

• HCX コールドマイグレーションは、オフラインの仮想マシンを移行します。この方法は、かなりのダウ
ンタイムが必要なため、電源がオフになっている VM に適しています。

• HCX vMotion は VMware vMotion プロトコルを使用して仮想マシンを移動します。HCX vMotion ではダ
ウンタイムなしで移行できますが、一度に移行できる VM は 1 つだけです。

• HCX 一括移行では、VMware vSphere レプリケーションプロトコルを使用して VM を移行先に移動しま
す。複数の VM をparallel 移行し、切り替えをスケジュールできます。ダウンタイムはサーバーの再起動
と同等で、すべての仮想マシンの切り替えがparallel 行われます。

• HCX レプリケーションアシスト vMotion (RAV) は、HCX バルクマイグレーションと HCX vMotion を組
み合わせたものです。parallel した移行、スケジューリングが可能で、ダウンタイムはゼロです。

• HCX OS Assisted Migration は、オンプレミスで複数のハイパーバイザーと vSphere 以外の仮想マシン
を使用している場合に、複数の仮想マシンを一括移行するのに役立ちます。HCX OS Assisted Migration 
は、これを使用してオンプレミスから VMware Cloud on AWS に移行する場合は無料ですが、2 つのオ
ンプレミス環境間またはオンプレミスから他のクラウドプロバイダーに移行する場合は追加のライセン
スが必要です。

前提条件と制限
前提条件

• vmware.com の VMware コンソールにアクセスするための VMware アカウント。
• HCX には次のファイアウォールポートが必要です。

オンプレミスネットワークに内部ファイアウォールがある場合は、データセンター内でローカルに
さらにいくつかのポートを許可する必要があります。HCX のポート要件の詳細なリストについて
は、VMware HCX のマニュアルを参照してください。

ソース 送信先 ポート

HCX マネージャーおよびアプ
ライアンス IP オンプレミス

VMware Cloud on AWS の HCX 
マネージャーおよびアプライア
ンス IP

UDP 500、UDP 4500、および 
ICMP

HCX マネージャーおよびアプ
ライアンス IP オンプレミス

connect.hcx.vmware.com | 
hybridity-depot.vmware.com

TCP 443

HCX マネージャーおよびアプ
ライアンス IP オンプレミス

HCX クラウド URL TCP 443

• HCX を設定するには、ドメインネームシステム (DNS) IP、vCenter 完全修飾ドメイン名 (FQDN)、NTP 
サーバの FQDN、シングルサインオン (SSO) ユーザー、および同様の情報が必要です。導入が遅れない
ように、これらの詳細を事前に収集してください。
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機能制限

ネットワーク拡張アプライアンスを使用して、オンプレミス環境と VMware Cloud on AWS 間で最大 8 
つのネットワークを拡張できます。HCX サービスの制限の詳細なリストについては、VMware HCX のド
キュメントを参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスの VMware ワークロード

ターゲットテクノロジースタック

• VMware Cloud on AWS

Tools
Tools

• VMware Cloud on AWS は、オンプレミスの VMware vSphere ベースの環境を AWS クラウドに移行お
よび拡張するのを支援するために、AWS と VMware が共同で設計したサービスです。

• VMware ハイブリッドクラウドエクステンション (HCX) は、基盤となるプラットフォームを変更する
ことなく、オンプレミスの VMware 環境から VMware Cloud on AWS にワークロードを移行するための 
VMware ユーティリティです。

叙事詩
HCX のデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

VMware Cloud on AWS で HCX 
サービスを有効にする

1. AWS コンソールの VMware 
クラウドにログインします。

2. SDCC に移動し、[詳細を表示] 
を選択します。

3. 「アドオン」タブを選択しま
す。

4. [HCX を開く] を選択します。
5. [HCX の導入] を選択して確認

します。HCX の導入が開始し
ます。

クラウド管理者、システム管理
者

HCX アクティベーションキーを
生成します。

1. AWS コンソール上の VMware 
クラウドで。

2. SDCC に移動し、[詳細を表示] 
を選択します。

3. 「アドオン」タブを選択しま
す。

4. [Open HCX] を選択し、[アク
ティベーションキー] を選択し
ます。

クラウド管理者、システム管理
者
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タスク 説明 必要なスキル
5. [アクティベーションキーの作

成] を選択し、キーをコピーし
ます。
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タスク 説明 必要なスキル

クラウド SDDC 上の HCX の
ファイアウォールルールを追加
します。

HCX Manager を導入したら、
ファイアウォールルールを設定
してオンプレミス環境と SDDC 
間の通信を有効にする必要があ
ります。2 つのファイアウォール
ルールを作成する必要がありま
す。1 つはインバウンド通信用、
もう 1 つはアウトバウンド通信
用です。

1. VMware Cloud on AWS コン
ソールで SDDC を選択し、
[ネットワークとセキュリティ] 
に移動します。

2. [ゲートウェイファイアウォー
ル] を選択し、[管理ゲート
ウェイ] タブを選択します。

3. [ルールを追加] を選択し、ア
ウトバウンドルールを作成し
ます。
a. ルール名を指定します。
b. ソースを編集し、HCX を選

択します。
c. 宛先を編集し、HCX にア

クセスできるオンプレミス 
IP とサブネットを指定しま
す。

d. [サービス] で [任意] を選択
します。

e. [アクション] で [許可] を選
択します。

f. [Publish] (発行) を選択しま
す。

4. [ルールを追加] を選択し、イ
ンバウンドルールを作成しま
す。
a. ルール名を指定します。
b. ソースを編集し、HCX にア

クセスできるオンプレミス 
IP とサブネットを指定しま
す。

c. 宛先を編集し、HCX を選択
します。

d. [サービス] には、[SSH]、
[HTTPS]、[TCP (9443)]、
および [ICMP] を選択しま
す。

e. [アクション] で [許可] を選
択します。

f. [Publish] (発行) を選択しま
す。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル

HCX Manager をオンプレミスに
インストールします。

1. クラウド vCenter にログイン
し、メニューから HCX に移動
します。

2. HCX ダッシュボードで、[管
理]、[システムアップデート] 
を選択します。

3. VMware HCX コネクタのダウ
ンロードリンクをリクエスト
し、オンプレミスの OVA ファ
イルをダウンロードします。

4. オンプレミスの vCenter にロ
グインし、ダウンロードした 
OVA ファイルを使用して OVF 
テンプレートをデプロイしま
す。

5. テンプレートの展開中に、プ
ロンプトが表示されたら、固
定 IP、NTP、DNS、DNS 検索
リスト、およびその他の詳細
を指定します。

6. 詳細をすべて確認して、HCX 
Manager の導入を完了してく
ださい。

クラウド管理者、システム管理
者

HCX マネージャーをオンプレミ
スで設定します。

1. HCXhttps://
<HCX_Manager_IP>:9433
マネージャをブラウザで開き
ます。

2. デプロイ中に提供されたユー
ザー名とパスワードを使用し
てログインします。

3. 以前に作成したアクティ
ベーションキーを入力し、
[Activate] を選択して HCX イ
ンスタンスをアクティベート
します。

4. 次のステップに進みます。
5. オンプレミスデータセンター

の場所を選択し、[続行] を選
択します。

6. [システム名] にホスト名を入
力し、[続行] を選択してアク
ティベーションを完了しま
す。

7. 情報を入力して vCenter 接続
を設定します。

8. SSO/PSC の詳細を設定するた
めの情報を入力します。

9. 変更を反映するために [再起
動] を選択します。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル

サイトペアリングを設定しま
す。

クラウドとオンプレミスで HCX 
を設定したら、次の手順に従っ
て両者間のサイトペアリングを
設定します。

1. オンプレミスの vCenter にロ
グインし、HCX ダッシュボー
ドに移動します。

2. 左側のナビゲーションペイ
ンで、[サイトペアリング] を
選択し、[リモートサイトに
Connect] を選択します。

3. [リモートサイトへのConnect] 
ダイアログボックスで、HCX 
クラウド URL と認証情報を
追加し、[Connect] を選択しま
す。

サイトペアリングが完了する
と、サイトペアリングダッシュ
ボードには、接続されているオ
ンプレミスとクラウドの SDDC 
が表示されます。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル

ネットワークプロファイルを作
成します。

ネットワークプロファイルは、
ネットワークのレイヤ 3 コン
ポーネントを抽象化したもので
す。このプロファイルは、コン
ピュートプロファイルを作成す
るための前提条件です。

1. クラウド vCenter にログイン
し、HCX ダッシュボードに移
動します。

2. [相互接続] を選択し、[ネット
ワークプロファイル] タブを選
択し、[ネットワークプロファ
イルの作成] を選択します。

3. ネットワークプロファイルを
設定します。
a. vCenter サーバを選択しま

す。
b. ネットワークを選択してく

ださい。
c. プロファイルの名前を追加

します。
d. IP プール、プレフィッ

クス長、ゲートウェ
イ、DND、MTU を指定し
ます。

e. [作成] を選択します。
4. ケースを作成するステップに

従います。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル

コンピューティングプロファイ
ルを作成します。

コンピューティングプロファイ
ルは、HCX のネットワーク、ス
トレージ、コンピューティング
の詳細で構成されます。 HCX 
は、サービスメッシュの作成中
に HCX アプライアンスを作成す
る際にこれらの設定を使用しま
す。

1. オンプレミスの vCenter にロ
グインし、HCX ダッシュボー
ドに移動します。

2. [相互接続] を選択し、[コン
ピュートプロファイル] タブ
を選択し、[コンピュートプロ
ファイルの作成] を選択しま
す。

3. コンピューティングプロファ
イルの名前を指定します。

4. 有効にする HCX サービスを選
択し、[Continue] を選択しま
す。

5. サービスリソースを選択しま
す。クラスターが複数ある場
合は、HCX サービスをアク
ティブにするクラスターをそ
れぞれ選択し、[続行] を選択
します。

6. HCX アプライアンスをデプロ
イするためのコンピューティ
ングリソースとストレージリ
ソースを選択し、[Continue] 
を選択します。

7. vCenter および ESXi ホストの
管理インターフェイスにアク
セスするために使用できる管
理ネットワークプロファイル
を選択し、[続行] を選択しま
す。

8. リモートサイトの相互接続ア
プライアンスへのアクセスに
使用できるアップリンクネッ
トワークプロファイルと、リ
モートサイトのアプライアン
スがローカル相互接続アプラ
イアンスへの接続に使用でき
るアップリンクネットワーク
プロファイルを選択して、[続
行] を選択します。

9. vMotion ネットワークプロ
ファイルを選択し、[続行] を
選択します。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル
10.vSphere レプリケーション

ネットワークプロファイル
を選択し、[続行] を選択しま
す。

11.ネットワーク拡張用の適切な
分散スイッチを選択し、[続行] 
を選択します。

12.WAN 接続と LAN 接続で開
く必要があるすべてのポート
を確認し、[続行] を選択しま
す。

13.コンピュートプロファイルを
作成するには、[完了] を選択
します。

14.クラウドサイト上にコン
ピューティングプロファイル
を作成します。

1605



AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル

サービスメッシュの作成。 サービスメッシュは、オンプレ
ミスサイトとクラウドサイトの
両方の HCX サービス構成を提供
します。サービスメッシュを作
成すると、両方のサイトに HCX 
インターコネクト仮想アプライ
アンスのデプロイが開始されま
す。インターコネクトサービス
は、ソースサイトで作成する必
要があります。

1. オンプレミスの vCenter にロ
グインし、HCX ダッシュボー
ドに移動します。

2. [相互接続] を選択し、[サービ
スメッシュ] タブを選択し、
[サービスメッシュの作成] を
選択します。

3. サービスメッシュを作成する
ソースサイトとターゲットサ
イトを選択し、[Continue] を
選択します。

4. 前に作成したソースサイト
とターゲットサイトのコン
ピュートプロファイルを選択
し、[続行] を選択します。

5. 有効にする HCX サービスを選
択し、[Continue] を選択しま
す。

6. ソースサイトとターゲットサ
イトの両方のアップリンクプ
ロファイルを選択し、[続行] 
を選択します。

7. リソースとネットワークを
確認して、[続行] を選択しま
す。

8. サービスメッシュの名前を指
定し、[完了] を選択します。

サービスメッシュのデプロイが
開始されます。サービスメッ
シュの [タスク] タブで進行状況
を確認できます。デプロイが完
了すると、サービスメッシュに
対して有効にしたすべての HCX 
サービスのステータスが表示さ
れます。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

HCX を使用してネットワークを拡張

タスク 説明 必要なスキル

ネットワークエクステンション
の作成。

HCX ネットワーク拡張機能を使
用して、クラウド SDDC HCX サ
イトで L2 ネットワーク拡張を作
成し、リモートネットワークと
ソースネットワークをブリッジ
できます。

これにより、同じ IP アドレス
を保持したまま、オンプレミス
から VMware Cloud on AWS に
サーバーを移行できます。

1. オンプレミスの vCenter にロ
グインし、HCX ダッシュボー
ドに移動します。

2. [サービス]、[ネットワーク拡
張] を選択します。

3. [ネットワークの拡張] または 
[ネットワーク拡張の作成] を
選択します。

4. 適切なサービスメッシュ、分
散ポートグループ、または 
NSX 論理スイッチを選択しま
す。

5. ゲートウェイの IP アドレスを
入力し、[Submit] を選択しま
す。

ネットワークの拡張が完了する
と、システムに「拡張完了」と
表示されます。

クラウド管理者、システム管理
者

HCX を使用してレプリケーションジョブを設定する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションを設定しま
す。

HCX を使用して VM を複製する
には:

1. オンプレミスの vCenter にロ
グインし、HCX ダッシュボー
ドに移動します。

2. [移行] を選択し、[移行] タブを
選択します。

3. モビリティグループ名を指定
し、移行する VM を選択し
て、[Add] を選択します。

4. ターゲットのコンピュート
コンテナ、ストレージフォル

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル
ダー、移行タイプ (コールド、
バルク、RAV、vMotion)、お
よび切り替えスケジュールを
選択します。

5. [検証] を選択し、検証が完了
するのを待ってから、[実行] 
を選択してレプリケーション
を開始します。

HCX のアップグレード

タスク 説明 必要なスキル

推奨事項と手順を確認してくだ
さい。

大規模な移行プロジェクトは、6 
か月から 8 か月、場合によって
はそれ以上かかることがありま
す。VMware は、ソフトウェア修
正、セキュリティ更新、バグ修
正で構成される HCX 更新を定期
的に公開しています。セキュリ
ティの脆弱性を排除し、新しい
機能を活用するために、HCX と
アプライアンスを最新の状態に
保つことをお勧めします。

注:現在の HCX バージョンが最新
リリースよりも 3 バージョン遅
れているか、それより古い場合
は、HCX をアップグレードでき
ないため、再デプロイする必要
があります。

HCX のアップグレードは、次の 
3 つのステップで構成されます。

1. HCX Manager をオンプレミス
とクラウドにバックアップし
ます。

2. オンプレミスとクラウドの 
HCX Manager をアップグレー
ドします。

3. オンプレミスとクラウドの
サービスメッシュアプライ
アンスをアップグレードしま
す。

ケースについて詳しく説明しま
す。

クラウド管理者、システム管理
者

HCX クラウドマネージャーを
バックアップします。

AWS 上の VMware クラウド用 
HCX クラウドマネージャーは 
VMware によって管理されている
ため、スナップショットを取る

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル
ことはできません。HCX Cloud 
Manager をバックアップするに
は、HCX コンソールからバック
アップをダウンロードし、アッ
プグレードが失敗した場合や前
の段階にロールバックする必要
がある場合に備えて、このバッ
クアップを使用して HCX 設定を
復元する必要があります。

1. で HCXhttps://
<HCX_cloudmanager_ip_or_fqdn>:9433
クラウドマネージャーにログ
インします。

2. [管理]、[トラブルシューティ
ング]、[Backup と復元] に移動
します。

3. 「Backup」セクションで、
「生成」を選択してバック
アップファイルを作成しま
す。

4. [ダウンロード] を選択して
バックアップファイルを保存
します。

HCX-IX、HCX-NE、HCX-WO な
どの HCX サービスアプライアン
スは、個別のバックアップを必
要としません。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル

HCX Manager をオンプレミスで
バックアップします。

HCX Manager をオンプレミスで
バックアップするには、VM ス
ナップショットを取る方法、も
う 1 つは構成ファイルをバック
アップする方法の 2 つです。

VM スナップショットを撮るに
は:

1. オンプレミスの vCenter にロ
グインします。

2. [仮想マシンとテンプレート] 
に移動し、[HCX マネージャ 
VM] に移動します。

3. [アクション]、[スナップ
ショット]、[スナップショット
の作成] を選択します。

構成ファイルをバックアップす
るには、以下のようになりま
す。

1. で HCXhttps://
<HCX_cloudmanager_ip_or_fqdn>:9433
クラウドマネージャーにログ
インします。

2. [管理]、[トラブルシューティ
ング]、[Backup と復元] に移動
します。

3. 「Backup」セクションで、
「生成」を選択してバック
アップファイルを作成しま
す。

4. [ダウンロード] を選択して
バックアップファイルを保存
します。

HCX-IX、HCX-NE、HCX-WO な
どの HCX サービスアプライアン
スは、個別のバックアップを必
要としません。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスとクラウドの HCX 
Manager をアップグレードしま
す。

HCX Manager を最初にオンプ
レミスでアップグレードしてか
ら、HCX Cloud Manager をアッ
プグレードする必要がありま
す。

HCX Manager をオンプレミスで
アップグレードするには:

1. vCenter にログインし、HCX 
ダッシュボードに移動しま
す。

2. [システム]、[管理] を選択しま
す。

3. 管理ページで、「システム
アップデート」タブを選択し
ます。「利用可能なサービス
アップデートバージョン」列
には、保留中のアップデート
が表示されます。

4. [Select Service Update]、
[Download] を選択してアッ
プデートをダウンロードして
後でアップグレードするか、
[Download & Upgrade] を選択
してアップデートをすぐにダ
ウンロードして展開します。
[ダウンロード] を選択した場
合は、[アップグレード] を選
択し、準備ができたらアップ
グレードを開始することを確
認します。

5. アップグレードが完了する
と、以下のようになります。
• HCX Manager の管理ページ

で、最新の HCX バージョン
が表示されていることを確
認します。

• HCX ダッシュボードで、サ
イトペアリングが稼働して
いることを確認します。

• インフラストラク
チャ、サービスメッシュを
選択し、すべての HCX サー
ビスが正常であることを確
認します。

HCX Cloud Manager をアップ
グレードするステップに従いま
す。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル

サービスメッシュアプライアン
スをアップグレードします。

サービスメッシュは、ソースサ
イトの HCX Manager とは独立し
て更新されます。ターゲットサ
イトのサービスメッシュアプラ
イアンスは自動的に更新されま
す。

ソースサイトのサービスメッ
シュアプライアンスをアップグ
レードするには：

1. vCenter にログインし、HCX 
ダッシュボードに移動しま
す。

2. [インフラストラクチャ] を選
択し、[サービスメッシュ] タ
ブを選択します。

3. バナーが表示されたら、
「サービスメッシュアプライ
アンスの新しいバージョンが
利用可能です。「アプライア
ンスの更新」をクリックして
最新のアプライアンスにアッ
プグレードし、「アプライア
ンスの更新」を選択します。

4. アプライアンスを表示する
ダイアログボックスで、1 つ
以上のアプライアンスを選択
し、「OK」 を選択してアップ
グレードプロセスを開始しま
す。（サービスメッシュアプ
ライアンスをすべて更新する
ことをお勧めします。

5. アップグレードを監視するに
は、各サービスメッシュの [タ
スクを表示] を選択します。

6. アップグレードが完了する
と、アプライアンスとサービ
スごとにバナーが表示され、
正常に完了したことを確認で
きます。

7. アップグレード後にトンネル
のステータスを確認します。
• インフラストラク

チャ、サービスメッ
シュ、View アプライアンス
を選択します。

• トンネルのステータス列に
は「Up」と表示され、画面
にはアプライアンスで使用
可能な他のバージョンが表
示されていないはずです。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

HCX ネットワーク拡張の削除

タスク 説明 必要なスキル

ネットワークの拡張を解除しま
す。

前のステップでは、HCX ネット
ワーク拡張機能を使用して L2 
ネットワーク拡張を作成し、オ
ンプレミスから VMware cloud 
on AWS への移行中に既存の IP 
を維持する方法について説明し
ました。特定の VLAN のすべて
の VM を VMware Cloud on AWS 
に移動したら、オンプレミスサ
イトとクラウド SDDC 間のネッ
トワークの拡張を解除し、ネッ
トワークを SDDC でルーティン
グ可能にする必要があります。

遅延を避けるため、すべての 
VM をオンプレミスから VMware 
Cloud on AWS に移行したらすぐ
に拡張ネットワークを削除する
ことをお勧めします。

1. オンプレミスの vCenter にロ
グインし、HCX ダッシュボー
ドに移動します。

2. HCX ダッシュボードで、[サー
ビス]、[ネットワーク拡張] を
選択します。

3. 拡張を解除するネットワーク
を選択し、[ネットワークの拡
張解除] を選択します。

4. 拡張解除後、[クラウドネット
ワークをクラウドエッジゲー
トウェイにConnect] を選択し
ます。これにより、クラウド
側のネットワークがアクティ
ブになります。

クラウド管理者、システム管理
者

クラウド SDDC 内のルート移動
ネットワーク。

1. VMC ポータルにログインしま
す。

2. SDCC に移動し、[詳細を表示] 
を選択します。

3. [ネットワークとセキュリティ] 
タブを選択します。

4. 「ネットワークとセキュリ
ティ」ページで:
• [ネットワーク]、[セグメン

ト] を選択し、最近拡張され
ていないサブネットがルー
ティング可能として表示
されていることを確認しま
す。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル
• [インベントリ]、[グループ] 

を選択し、そのサブネット
をグループに追加します。

• [セキュリティ]、[分散ファ
イアウォール] を選択し、そ
のグループが目的のファイ
アウォールルールの一部で
あることを確認します。

HCX のアンインストール

タスク 説明 必要なスキル

前提条件を確認してください。 データセンターを終了する場合
は、移行プロジェクトの最後に 
HCX をアンインストールし、そ
のコンポーネントを削除するこ
とをお勧めします。ただし、ま
だオンプレミスのフットプリン
トが残っている場合は、HCX を
稼働させ続けることをお勧めし
ます。

HCX をアンインストールする前
に、次のことを確認してくださ
い。

• アクティブなマイグレーショ
ンはありません。

• すべてのネットワーク拡張が
削除されました。

クラウド管理者、システム管理
者

HCX をオンプレミスでアンイン
ストールします。

1. オンプレミスの vCenter にロ
グインし、HCX コンソールに
移動します。

2. [サービス]、[移行] を選択し、
アクティブな移行がないこと
を確認します。

3. [サービス]、[ネットワーク拡
張] を選択し、拡張ネットワー
クがないことを確認します。

4. インフラストラクチャ、サイ
トペアリング、サービスメッ
シュを選択します。

5. サービスメッシュを特定し、
[Delete] を選択します。

6. 確認プロンプトで、もう一
度 [削除] を選択します。サー
ビスメッシュ画面に「サービ
スメッシュの削除」というバ
ナーが表示されます。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル
7. 他のサービスメッシュについ

ても手順 5 ～ 6 を繰り返しま
す。

8. サイトペアリングを削除す
るには、[インフラストラク
チャ]、[サイトペアリング] を
選択し、ペアリングされたす
べてのサイトを切断します。

9. HCX マネージャアプライアン
スを削除します。
a. オンプレミスの vCenter に

ログインし、HCX Manager 
アプライアンスに移動しま
す。

b. [アクション]、[電源]、[電源
オフ] を選択します。

c. [アクション]、[ディスクか
ら削除] を選択します。

HCX プラグインをオンプレミス
の vCenter サーバから登録解除
します。

1. の vCenter MOBhttps://
<vc_fqdn>/mob ユーザーイ
ンターフェイスにログインし
ます。

2. 「プロパティ」セクション
で、「値」列の内容を選択し
ます。

3. コンテンツページ
で、ExtensionManager登録
されているすべてのプラグイ
ンを表示することを選択しま
す。

4. 、com.vmware.hybriditycom.vmware.hcsp.alarm、
およびで始まる拡張
子に注意してくださ
いcom.vmware.vca.marketing.ngc.ui。

5. エクステンションを削除しま
す。
• 「メソッド」セク

ションで、を選択しま
すUnregisterExtension。

• ステップ 4 でメモした拡張
キーを入力し、[メソッドの
呼び出し] を選択して拡張を
削除します。

すべての拡張機能を削除する
と、HCX プラグインは vSphere 
Web Client から消えます。

クラウド管理者、システム管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
VMware HCX を使用して AWS 上の VMware 

クラウドにワークロードを移行します

タスク 説明 必要なスキル

クラウドの HCX をアンインス
トールします。

クラウド内の HCX サービス
メッシュとサイトペアリング
を削除するには、前述の「オ
ンプレミスの HCX のアンイン
ストール」で説明した手順を繰
り返します。VMware Cloud on 
AWS では、HCX Manager は 
VMware によって管理されてい
ます。vCenter からは削除できま
せんが、VMC 管理インターフェ
イスからはアンデプロイできま
す。

HCX マネージャーをアンデプロ
イするには:

1. VMC 管理インターフェイスに
ログインします。

2. 組織と SDDC を選択してくだ
さい。

3. [Add Ons] を選択する
と、HCX が導入されている
すべての SDDC が表示されま
す。

4. [HCX をアンデプロイ] を選択
します。

クラウド管理者、システム管理
者

トラブルシューティング

問題 解決策

HCX 一括移行を設定する場合、移行するサーバー
を選択できません。

原因:これらのサーバーの移行はキャンセルされま
したが、クリーンアップ中に HCX データベース
が更新されませんでした。HCX はデータベースの
移行がまだ進行中であると見なしているため、ス
テータスを「切り替え中」にロックしています。

解決策:VMware サポートチームに連絡して HCX 
データベースをクリーンアップしてください。

スイッチオーバーは失敗しますが、「強制電源オ
フ」オプションを使用すると動作します。

原因:VMware Tools のバージョンが HCX 一括移
行の前提条件を満たしていなかったため、HCX は
ソース VM をシャットダウンできませんでした。

解決策:VMware ツールを、移行タイプに適した推
奨バージョンに更新します。

移行の進行中に、HCX サイトペアリングアプライ
アンスのアップグレードが「進行中の一括移行で
は操作できません」というエラーが表示されて失
敗します。

原因:HCX データベースは、切り替え後に更新され
ませんでした。

解決策:進行中の移行がないことを確認します。サ
イトペアリングアプライアンスをアップグレード
するときは、[強制アップグレード] を選択します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS DB インスタンス間

の PostgreSQL データベースの転送

問題 解決策

カットオーバーが失敗し、「リソースの可用性が
低い」というエラーが表示されます。

原因:ホスト VM のストレージが不足しています。

解決策:移行前にストレージとコンピューティング
リソースを確認してください。

関連リソース
リファレンス:

• VMware Cloud on AWS 機能
• VMware Cloud on AWS の概要と運用モデル (AWS Prescriptive Guidance)
• VMware HCX (AWS Prescriptive Guidance) を使用して VMware SDDC を VMware クラウドオンの 

VMware クラウドに移行する
• AWS 上の VMware クラウド内の VMware HCX (ヴイエムウェアドキュメント)
• HCX HCX リリースノート (ヴイエムウェアのドキュメント)
• AWS での SDDC 導入とベストプラクティスガイド (AWS ホワイトペーパー)

Tools

• PowerCLI を使用した VMware Cloud on AWS オートメーション (VMware クラウドテックゾーン)

パートナー

• VMware Cloud on AWS パートナーイニシアチブ

動画

• VMware Cloud on AWS (YouTube ビデオ)

pg_transport を使用して PostgreSQL データベースを
移行するには

ラウナック・リシャブ (AWS) とジテンダー・クマール (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:データベース:リレーショ
ナル

ターゲット:Amazon RDS for 
PostgreSQL

R タイプ:リロケート ワークロード:オープンソース テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
このパターンは、pg_transport エクステンションを使用して、2 つの Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) for PostgreSQL DB インスタンス間で非常に大規模なデータベースを移行する手順を示し
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS DB インスタンス間

の PostgreSQL データベースの転送

ています。このエクステンションは、物理的な移行メカニズムで各データベースを移行させます。最小限
のプロセスでデータベースファイルをストリーミングすることで、ダウンタイムを最小限に抑えて DB イ
ンスタンス間で大規模なデータベースを移行でき、ダウンタイムを最小限に抑えます。この拡張機能は、
移行元 DB インスタンスがソース DB インスタンスからデータベースをインポートするプルモデルを使用
します。

前提条件と制限
前提条件

• 両方の DB インスタンスは、PostgreSQL の同じ主要バージョンを実行しなければなりません。
• データベースはターゲット上に存在してはいけません。それ以外の場合、移行は失敗します。
• pg_transport 以外のエクステンションをソースデータベースで有効にしてはいけません。
• すべてのソースデータベースオブジェクトは既定の pg_default テーブルスペースに既存しなければいけ

ません。
• ソース DB インスタンスのセキュリティグループは、ターゲット DB インスタンスからのトラフィック

を許可する必要があります。
• psql のような PostgreSQL クライアントをインストールするか、Amazon RDS PostgreSQL DB

PgAdminインスタンスと連携させてください。クライアントは、ローカルシステムにインストールする
ことも、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを使用してインストールすること
もできます。このパターンでは、EC2 インスタンスで psql を使用します。

機能制限

• Amazon RDS for PostgreSQL の異なるメジャーバージョン間でデータベースを転送することはできませ
ん。

• ソースデータベースからのアクセス権限および所有権は、ターゲットデータベースに移行されません。
• リードレプリカまたはリードレプリカの親インスタンスでデータベースを移行することはできません。
• このメソッドを使用して移行するすべてのデータベーステーブル内の reg データ型を使用することはで

きません。
• DB インスタンスでは、最大 32 の移行 (インポートおよびエクスポートを含む) を同時に実行することが

可能です。
• テーブルの名前を変更したり、テーブルを含めたり除外したりすることはできません。すべてはそのま

ま移行されます。

注意

• 拡張機能を削除すると、依存オブジェクトやデータベースの操作に不可欠な一部のデータも削除される
ため、拡張機能を削除する前にバックアップを作成してください。

• pg_transportwork_mem のワーカー数と値を決定するときは、ソースインスタンスの他のデータベース
で実行されているインスタンスクラスとプロセスを考慮してください。

• トランスポートが開始すると、ソースデータベースのすべての接続が終了し、データベースは読み取り
専用モードになります。

注:トランスポートが 1 つのデータベースで実行されている場合、同じサーバー上の他のデータベースには
影響しません。

製品バージョン

• PostgreSQL 向けの Amazon RDS for PostgreSQL 向けの RDS for PostgreSQL 向けの PostgreSQL 向け
の Amazon RDS for PostgreSQL 向けの RDS for PostgreSQL 向けの RDS 最新バージョン情報について
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS DB インスタンス間

の PostgreSQL データベースの転送

は、Amazon RDS ドキュメントの「DB インスタンス間の PostgreSQL データベースの転送」を参照し
てください。

アーキテクチャ

Tools
• pg_transport は、各データベースを移動するための物理的な移行メカニズムを提供します。最小限のプ

ロセスでデータベースファイルをストリーミングすることで、物理的な移行は、ダンプおよびロード
プロセスよりもはるかに早くデータを移動でき、ダウンタイムを最小限に抑えます。PostgreSQL トラ
ンスポータブルデータベースは、移行先 DB インスタンスが移行元 DB インスタンスからデータベース
をインポートするプルモデルを使用します。このパターンで説明されているように、ソース環境とター
ゲット環境を準備するときに、この拡張機能を DB インスタンスにインストールします。

• psql を使用すると、PostgreSQL DB インスタンスに接続して操作することができます。システムに psql
をインストールするには、PostgreSQL のダウンロードページを参照してください。

叙事詩
ターゲットパラメータグループを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットシステムのパラメー
タグループを作成します。

ターゲットパラメータグループ
として識別できるグループ名
を指定します (例:)pgtarget-
param-group。手順について
は、Amazon RDS のドキュメン
トを参照してください。

DBA

パラメータグループのパラメー
タを変更します。

以下のパラメータを設定しま
す。

1. pg_transportshared_preload_librariesパ
ラメータに追加します。

shared_preload_libraries 
 = pg_stat_statements, 
 pg_transport

2. pg_transport.num_workers
パラメータを設定し
ます。移行を実行する
ワーカーの数を選択し
ます。設定した値によっ
て、transport.send_fileソー
スで作成されるワーカーの数
が決まります。

3. max_worker_processesの
値をの値の 
3pg_transport.num_workers
倍以上に増やします。
たとえば、の値を 

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS DB インスタンス間

の PostgreSQL データベースの転送

タスク 説明 必要なスキル
4pg_transport.num_workers
に設定した場
合、max_worker_processes値
は 13 以上でなければなり
ません。これが失敗した場
合、pg_transport は最小値を
推奨します。 

4. 1pg_transport.timing に
設定します。この設定は、移
行中にタイミング情報を報告
できるようにします。

5. pg_transport.work_mem
パラメータを設定します。こ
のパラメータは、各ワーカー
に割り当てる最大メモリを指
定します。デフォルト値は 
128 MB です。

これらのパラメータの詳細につ
いては、Amazon RDS のドキュ
メントを参照してください。

ソースパラメータグループを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ソースシステムのパラメータグ
ループを作成します。

ソースパラメータグループと
して識別できるグループ名を
指定します (例:)pgsource-
param-group。手順について
は、Amazon RDS のドキュメン
トを参照してください。

DBA

パラメータグループのパラメー
タを変更します。

以下のパラメータを設定しま
す。

1. pg_transportshared_preload_librariesパ
ラメータに追加します。

shared_preload_libraries 
 = pg_stat_statements, 
 pg_transport

2. pg_transport.num_workers
パラメータを設定します。
ターゲットで定義されてい
るこのパラメータの値によっ
て、transport.send_file使
用するワーカーの数が決まり
ます。このインスタンスでイ
ンポートを実行している場合
は、この値を増やしてくださ
い。ただし、すでに実行され

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon RDS DB インスタンス間

の PostgreSQL データベースの転送

タスク 説明 必要なスキル
ているワーカーの数を考慮し
てください。

3. max_worker_processespg_transport.num_workersの
値をターゲットの値の 3 倍
以上に増やします。たと
えば、ターゲットの値を 
4pg_transport.num_workers
に設定した場
合、max_worker_processesソー
スの値は 13 以上でなければな
りません。これが失敗した場
合、pg_transport は最小値を
推奨します。 

4. pg_transport.work_mem
パラメータを設定します。こ
のパラメータは、各ワーカー
に割り当てる最大メモリを指
定します。デフォルト値は 
128 MB です。

これらのパラメータの詳細につ
いては、Amazon RDS のドキュ
メントを参照してください。

ターゲット環境を準備する

タスク 説明 必要なスキル

新しい Amazon RDS for 
PostgreSQL DB インスタンスを
作成して、ソースデータベース
をに転送します。

ビジネス要件に基づいてイン
スタンスクラスと PostgreSQL 
バージョンを決定します。

DBA、システム管理者、データ
ベースアーキテクト

EC2 インスタンスからの DB イ
ンスタンスポートへの接続を許
可するように、ターゲットのセ
キュリティグループを変更しま
す。

デフォルトでは、PostgreSQL イ
ンスタンスのポートは 5432 で
す。別のポートを使用している
場合は、そのポートへの接続が 
EC2 インスタンスで開かれてい
る必要があります。

DBA、システム管理者

インスタンスを変更し、新しい
ターゲットパラメータグループ
を割り当てます。

例えば、pgtarget-param-
group。

DBA

ターゲットの Amazon RDS DB 
インスタンスを再起動します。

shared_preload_librariesmax_worker_processesパ
ラメータとは静的パラメータで
あり、インスタンスを再起動す
る必要があります。

DBA、システム管理者

psql を使用して EC2 インスタン
スからデータベースConnect。

コマンドを使用します。  DBA
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の PostgreSQL データベースの転送

タスク 説明 必要なスキル

psql -h <rds_end_point> 
 -p PORT -U username -d 
 database -W

pg_transport 拡張機能を作成しま
す。

rds_superuserロールを持つ
ユーザーとして次のクエリを実
行します。

create extension 
 pg_transport;

DBA

ソース環境を準備する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EC2 インスタンスと
ターゲット DB インスタンスから
の DB インスタンスポートへの接
続を許可するように、ソースの
セキュリティグループを変更し
ます。

デフォルトでは、PostgreSQL イ
ンスタンスのポートは 5432 で
す。別のポートを使用している
場合は、そのポートへの接続が 
EC2 インスタンスで開かれてい
る必要があります。

DBA、システム管理者

インスタンスを変更し、新しい
ソースパラメータグループを割
り当てます。

例えば、pgsource-param-
group。

DBA

ソース Amazon RDS DB インス
タンスを再起動します。

shared_preload_librariesmax_worker_processesパ
ラメータとは静的パラメータで
あり、インスタンスを再起動す
る必要があります。

DBA

psql を使用して EC2 インスタン
スからデータベースConnect。

コマンドを使用します。 

psql -h <rds_end_point> 
 -p PORT -U username -d 
 database -W

DBA

pg_transport エクステンション
を作成し、転送するデータベー
スから他のすべてのエクステン
ションを削除します。

ソースデータベースに
pg_transport 以外のエクステ
ンションがインストールさ
れていると、トランスポート
は失敗します。このコマンド
は、rds_superuserそのロール
を持つユーザーが実行する必要
があります。

DBA
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移行を行う

タスク 説明 必要なスキル

リハーサルの実行を実行しま
す。

transport.import_from_serverこ
の関数を使用してリハーサルの
リハーサルを実行します。

SELECT 
 transport.import_from_server( 'source-
db-instance-endpoint', 
 source-db-instance-port, 
 'source-db-instance-
user', 'source-user-
password', 'source-database-
name', 'destination-user-
password', 'true');

この関数の最後のパラメータ (を
に設定true) はドライランを定
義します。

この関数は、メイントランス
ポートを実行したときに表示
されるエラーをすべて表示しま
す。メイントランスポートを実
行する前にエラーを解決してく
ださい。

DBA

ドライランが成功したら、デー
タベーストランスポートを開始
します。

transport.import_from_server関
数を実行してトランスポートを
実行します。ソースに接続し、
データをインポートします。 

SELECT 
 transport.import_from_server( 'source-
db-instance-endpoint', 
 source-db-instance-port, 
 'source-db-instance-
user', 'source-user-
password', 'source-database-
name', 'destination-user-
password', false);

この関数の最後のパラメータ (を
に設定false) は、これが予行演
習ではないことを示します。

DBA

輸送後の手順を実行してくださ
い。

データベーストランスポートが
完了すると、

• ターゲット環境のデータを検
証します。

• すべてのロールと権限をター
ゲットに追加します。

• 必要に応じて、ターゲットと
ソースで必要なすべての拡張
機能を有効にします。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
• max_worker_processesパ

ラメータの値を元に戻しま
す。

関連リソース
• アマゾン RDS ドキュメンテーション
• pg_transport ドキュメンテーション
• RDS PostgreSQL トランスポータブルデータベースを使用したデータベースの移行 (ブログ記事)
• PostgreSQL のダウンロード
• psql ユーティリティ
• DB パラメータグループを作成する
• DB パラメータグループのパラメータの変更
• PostgreSQL のダウンロード

プラットフォーム変更
トピック

• Oracle データベースと Aurora PostgreSQL 互換の間のリンクを設定します (p. 1625)
• AWS SageMaker 開発者ツールを使用して ML ビルド、トレーニング、デプロイのワークロードを 

Amazon に移行 (p. 1648)
• OpenText TeamSite ワークロードを AWS クラウドに移行 (p. 1652)
• Oracle CLOB の値を AWS 上の PostgreSQL 内の個々の行に移行する (p. 1665)
• データベースリンク経由で Oracle データポンプを直接インポートして、オンプレミスの Oracle デー

タベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。 (p. 1670)
• オラクル E ビジネススイートを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1680)
• PeopleSoft オラクルを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1741)
• オラクルのROWID機能を AWS 上の PostgreSQL に移行する (p. 1757)
• Oracle データベースのエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行す

る (p. 1764)
• Redis ワークロードを AWS 上の Redis エンタープライズクラウドに移行 (p. 1768)
• AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換

に移行する (p. 1784)
• ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行する (p. 1790)
• Microsoft Azure サービスバスから Amazon SQS へのメッセージングキューの移行 (p. 1794)
• AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する (p. 1799)
• オンプレミスの MySQL データベースを Amazon RDS に移行する (p. 1815)
• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行す

る (p. 1819)
• Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する (p. 1823)
• カウチベースサーバーから AWS 上の Couchbase Capella への移行 (p. 1830)
• IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 上の Apache Tomcat への移

行 (p. 1851)
• Auto Scaling による Amazon EC2 上の IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Apache 

Tomcat への移行 (p. 1856)
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• .NET アプリケーションを Microsoft Azure アプリケーションサービスから AWS Elastic Beanstalk に移
行する (p. 1861)

• セルフホストの MongoDB 環境を AWS クラウド上の MongoDB アトラスに移行する (p. 1865)
• Amazon ECS 上の Oracle WebLogic から Apache Tomcat (TomEE) への移行 (p. 1870)
• AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行す

る (p. 1877)
• Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースを Amazon OpenSearch サービスに移行し

ます (p. 1881)
• オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する (p. 1886)
• Oracle データポンプを使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に

移行する (p. 1894)
• pglogical を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL から Amazon RDS for PostgreSQL に移行す

る (p. 1901)
• オンプレミスの PostgreSQL データベースを Aurora PostgreSQL に移行する (p. 1904)
• Linux を実行している Amazon EC2 の Microsoft SQL Server に Microsoft SQL Server に移行す

る (p. 1911)
• リンクされたサーバーを使用して、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon 

RDS for SQL Server に移行する (p. 1914)
• ネイティブバックアップと復元方法を使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 

Amazon RDS for SQL Server に移行します (p. 1917)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL Server データベースを Aurora MySQL に移行す

る (p. 1920)
• ネイティブツールを使用してオンプレミスの MariaDB データベースを Amazon RDS for MariaDB 用の 

Amazon RDS for MariaDB 用の Amazon RDS for MariaDB (p. 1926)
• Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミスの MySQL データベースを 

Aurora MySQL に移行する (p. 1930)
• AWS App2Container を使用してオンプレミスの Java アプリケーションを AWS に移行する (p. 1940)
• Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for 

Oracle に移行する (p. 1946)
• Micro Focus Enterprise ServerとLRS VPSX/MFIを使用して、AWS のメインフレームバッチ印刷ワー

クロードを最新化します (p. 1951)
• AWS Config をと統合した後に CMDB にデータを入力します ServiceNow (p. 1967)
• Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移行をサ

ポートするために Python アプリケーションと Perl アプリケーションを変更してください (p. 1974)
• 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する (p. 1993)

Oracle データベースと Aurora PostgreSQL 互換の間
のリンクを設定します

ジーバン・シェティ (AWS)、バヌ・ガネーシュ・グディバダ (AWS)、スシャント・デシュムク (AWS)、
ウティヤ・グプタ (AWS)、ヴィカス・グプタ (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット ソース:オラクル・データベース ターゲット:Aurora PostgreSQL 
互換

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オラクル、オープ
ンソース

テクノロジー:移行、データベー
ス
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Oracle データベースと Aurora 間のリンクの設定

AWS サービス:Amazon 
Aurora、Amazon EC2 Auto 
Scaling、Amazon Route 53

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドへの移行の一環として、クラウドネイティブデータベースを使用す
るようにアプリケーションを最新化できます。Oracle データベースから Amazon Aurora PostgreSQL 互換
エディションへの移行は、モダナイゼーションに向けたそのようなステップの 1 つです。その移行の一環
として、ネイティブ Oracle データベースリンクも変換する必要があります。 

データベースリンクを使用すると、あるデータベースが別のデータベース内のオブジェクトにアクセスで
きます。Oracle データベースから Aurora PostgreSQL 互換への移行後、Oracle データベースサーバーか
ら他の Oracle データベースサーバーへのデータベースリンクを PostgreSQL と Oracle のデータベースリ
ンクに変換する必要があります。 

このパターンは、Oracle データベースサーバーから Aurora PostgreSQL 互換データベースへのデータベー
スリンクを設定する方法を示しています。データベースリンクは一方向であるため、このパターンには 
PostgreSQL データベースから Oracle データベースへのデータベースリンクの変換も含まれます。

Oracle データベースから Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行および変換した後、データベース間
のデータベースリンクを設定するには以下の手順が必要です。

• Oracle Database をソースとして、Aurora PostgreSQL 互換をターゲットとするデータベースリンクを
設定するには、Oracle Database Gateway を異種データベース間の通信用に設定する必要があります。

• Aurora PostgreSQL 互換バージョン 12.6 以前のバージョンをソースデータベースとして、Oracle 
Database をターゲットとしてデータベースリンクを設定する場合、oracle_fdwエクステンションは
ネイティブには使用できません。代わりに、Aurora PostgreSQLpostgres_fdw と互換性のあるデー
タベースでエクステンションを使用し、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で作成された 
PostgreSQL データベースで設定できますoracle_fdw。このデータベースは、Aurora PostgreSQL 互
換データベースと Oracle データベースの間の仲介役として機能します。このパターンには、Aurora 
PostgreSQL 12.6 以前のバージョンでデータベースリンクを設定するためのオプションが 2 つ含まれて
います。
• Amazon EC2 Auto Scaling グループのEC2 インスタンスを、Amazon Route 53 の内部ドメインネーム

システム (DNS) エントリを更新する Amazon EC2 スタートアップスクリプトを設定します。
• Amazon EC2 Auto Scaling グループに EC2 インスタンスを設定し、高可用性 (HA) を実現する

Network Load Balancer を設定します。

Aurora PostgreSQL 互換バージョン 12.7 以降の間にデータベースリンクを設定する場合
は、oracle_fdwエクステンションを使用できます。

前提条件と制限
前提条件

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベース (Virtual Private Cloud)
• Oracle と Aurora の PostgreSQL 互換データベース間のネットワーク接続

制限事項

• 現在、Oracle 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) をソースデータベースとし
て、Aurora PostgreSQL 互換をターゲットデータベースとして、データベースリンクを設定することは
できません。

1626

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/odbcu/database-gateway-for-odbc-introduction.html#GUID-01E50954-A8BD-400C-ACA9-7F6A7AD1BFD6
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/odbcu/database-gateway-for-odbc-introduction.html#GUID-01E50954-A8BD-400C-ACA9-7F6A7AD1BFD6


AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle データベースと Aurora 間のリンクの設定

製品バージョン

• Oracle Database 11g 以降
• Aurora PostgreSQL 互換の 11 以降

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

移行前は、ソース Oracle データベースはデータベースリンクを使用して他の Oracle データベース内のオ
ブジェクトにアクセスできます。これは、オンプレミスまたは AWS クラウド内の Oracle データベース間
でネイティブに機能します。

ターゲットテクノロジースタック

オプション 1

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
• Amazon EC2 インスタンスの PostgreSQL データベース
• Amazon EC2 Auto Scaling グループ
• Amazon Route 53
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Direct Connect

オプション 2

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
• Amazon EC2 インスタンスの PostgreSQL データベース
• Amazon EC2 Auto Scaling グループ
• Network Load Balancer
• Amazon SNS
• Direct Connect

オプション 3

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
• Direct Connect

ターゲットアーキテクチャ

オプション 1

次の図は、oracle_fdwpostgres_fdwとエクステンションを使用したデータベースリンクの設定を示し
ています。HA は Amazon EC2 Auto Scaling グループと Route 53 によって提供されています。

1. postgres_fdwこのエクステンションが付いた Aurora PostgreSQL と互換性のあるインスタンス
は、Amazon EC2 上の PostgreSQL データベースに接続します。

2. oracle_fdw拡張子の付いた PostgreSQL データベースはAuto Scaling グループにあります。
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3. Amazon EC2 の PostgreSQL データベースは、ダイレクトConnect を使用してオンプレミスの Oracle 
データベースに接続します。

4. Oracle データベースは、Oracle データベースから AWS 上の PostgreSQL データベースへの接続用に 
Oracle データベースゲートウェイを使用して設定されています。

5. IAM は Amazon EC2 に Route 53 レコードを更新する権限を付与します。
6. Amazon SNS は自動スケーリングアクションのアラートを送信します。
7. Route 53 で設定されたドメイン名は PostgreSQL の Amazon EC2 インスタンスの IP アドレスを指して

います。

オプション 2

次の図は、oracle_fdwpostgres_fdwとエクステンションを使用したデータベースリンクの設定を示し
ています。HA は Auto Scaling グループとNetwork Load Balancer によって提供されます。

1. postgres_fdw拡張機能を持つ Aurora PostgreSQL 互換インスタンスは、Network Load Balancer に接
続します。

2. Network Load Balancer は、Aurora PostgreSQL と互換性のあるデータベースから Amazon EC2 上の 
PostgreSQL データベースへの接続を配信します。

3. oracle_fdw拡張子の付いた PostgreSQL データベースはAuto Scaling グループにあります。
4. Amazon EC2 の PostgreSQL データベースは、ダイレクトConnect を使用してオンプレミスの Oracle 

データベースに接続します。
5. Oracle データベースは、Oracle データベースから AWS 上の PostgreSQL データベースへの接続用に 

Oracle データベースゲートウェイを使用して設定されています。
6. Amazon SNS は自動スケーリングアクションのアラートを送信します。

オプション 3

次の図は、Aurora PostgreSQLoracle_fdw 互換データベースのエクステンションを使用したデータベー
スリンク設定を示しています。

1. oracle_fdwこのエクステンションが付いた Aurora PostgreSQL 互換インスタンスは、ダイレクト
Connect を使用して Oracle データベースに接続します。

2. Oracle Server に Oracle データベースゲートウェイをセットアップすると、Aurora PostgreSQL 互換
データベースに直接Connect できます。

Tools
AWS サービス

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイメントのセットアップ、運
用、およびスケーリングに役立つ、フルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエン
ジンです。

• AWS Direct Connect は、お客様の内部ネットワークを Direct ロケーションに、標準のイーサネット光
ファイバケーブルを介してConnect します。この接続により、ネットワークパスのインターネットサー
ビスプロバイダーをバイパスして、パブリックの AWS サービスへの仮想インターフェイスを直接作成
できます。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グ容量を提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、すばやくスケールアップまたはスケール
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ダウンできます。このパターンでは、オプション 1 と 2 は EC2 インスタンスを使用して PostgreSQL 
データベースをホストします。

• Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションの可用性を維持するのに役立ちます。定義した条件に
従って、Amazon EC2 インスタンスのインスタンスを自動的に追加または削除できます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役
立ちます。

• Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたDNS ウェブサービスです。
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ

ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。
• Elastic Load Balancing (ELB) は、受信するアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数の

ターゲットに分散します。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コン
テナ、および IP アドレスに、トラフィックを、単一のアベイラビリティーゾーンに分散できます。この
パターンでは、Network Load Balancer を使用します。

その他のサービス

• Oracle Database Gatewaysにより、Oracleデータベースはオラクル以外のシステムのデータにアクセス
できるようになります。

叙事詩
オプション 1 とオプション 2 の一般的なセットアップタスク

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを作成
し、oracle_fdw PostgreSQL エク
ステンションを設定します。

1. Amazon Linux 2 オペレーティ
ングシステムで EC2 インスタ
ンスを作成します。

2. PostgreSQL をインストールす
るには、EC2 インスタンスに 
ec2-user としてログインし、
次のコマンドを実行します。

sudo su - root

sudo tee /etc/yum.repos.d/
pgdg.repo<<EOF
[pgdg12]
name=PostgreSQL 12 for 
 RHEL/CentOS 7 - x86_64
baseurl=https://
download.postgresql.org/
pub/repos/yum/12/redhat/
rhel-7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=0
EOF

sudo yum install -y 
 postgresql12-server
sudo yum install 
 postgresql12-devel

sudo /usr/pgsql-12/bin/
postgresql-12-setup initdb

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
sudo systemctl enable 
 postgresql-12
sudo systemctl start 
 postgresql-12

3. oracle_fdw GitHubからソー
スコードをダウンロードしま
す。

mkdir -p /var/lib/pgsql/
oracle_fdw/
cd /var/lib/pgsql/
oracle_fdw/

wget https://github.com/
laurenz/oracle_fdw/
archive/refs/heads/
master.zip
unzip master.zip

4. Oracle インスタントクラ
イアントをインストール
し、Oracle 環境変数を設定し
ます。

yum install https://
download.oracle.com/
otn_software/linux/
instantclient/1912000/
oracle-instantclient19.12-
basic-19.12.0.0.0-1.x86_64.rpm

yum install https://
download.oracle.com/
otn_software/linux/
instantclient/1912000/
oracle-instantclient19.12-
devel-19.12.0.0.0-1.x86_64.rpm

export ORACLE_HOME=/
usr/lib/oracle/19.12/
client64export 
 LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/
oracle/19.12/client64/lib:
$LD_LIBRARY_PATH

5. pg_configそれが正しいバー
ジョンを参照していることを
確認してください。

which pg_config

6. コンパイルoracle_fdw。

cd /var/lib/pgsql/
oracle_fdw/oracle_fdw-
master
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タスク 説明 必要なスキル
make
make install

注:「見つからない」oci.h
というエラーが表示された場
合は、以下を追加してくださ
いMakefile。
• にPG_CPPFLAGS、追

加-I/usr/include/
oracle/19.12/client64

• にSHLIB_LINK、追加-L/
usr/lib/oracle/19.12/
client64/lib

詳細については、oracle_fdw 
リポジトリを参照してくださ
い。

7. PostgreSQL データベースにロ
グインし、oracle_fdwエク
ステンションを作成します。

sudo su - postgres 
    psql postgres 
    create extension 
 oracle_fdw;

8. 外部テーブルを所有する 
PostgreSQL ユーザーを作成し
ます。

CREATE USER pguser WITH 
 PASSWORD '<password>';
GRANT CONNECT ON DATABASE 
 postgres TO pguser;

9. 外部データラッパーを作成し
ます。次の値を Oracle データ
ベースサーバーの詳細に置き
換えてください。
• <Oracle DB Server IP>
• <Oracle DB Port>
• <Oracle_SID>

create server oradb 
 foreign data wrapper 
 oracle_fdw options 
 (dbserver '//<Oracle DB 
 Server IP>:<Oracle DB 
 Port>/<Oracle_SID>'); 
    GRANT USAGE ON FOREIGN 
 SERVER oradb TO pguser;

10.ユーザーマッピングと Oracle 
テーブルにマップする外
部テーブルを作成するに
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タスク 説明 必要なスキル
は、PostgreSQL データベー
スにとして接続しpguser、
次のコマンドを実行し
ます。サンプルコードで
は、DMS_SAMPLENAME_DATAが
テーブルを含む Oracle 
スキーマとして使用さ
れ、dms_sampleそのパス
ワードであることに注意して
ください。必要に応じて交換
してください。

create user mapping 
 for pguser server 
 oradb options (user 
 'DMS_SAMPLE', password 
 'dms_sample');

注:次の例では、Oracle デー
タベース内のテーブル用に 
PostgreSQL に外部テーブルを
作成します。PostgreSQL イン
スタンスからのアクセスを必
要とする Oracle テーブルごと
に、同様の外部テーブルを作
成する必要があります。

CREATE FOREIGN TABLE 
 name_data( 
        name_type 
 CHARACTER VARYING(15) NOT 
 NULL, 
        name CHARACTER 
 VARYING(45) NOT NULL 
    ) SERVER oradb OPTIONS 
 (schema 'DMS_SAMPLE', 
 table 'NAME_DATA');

select count(*) from 
 name_data;

11.EC2 インスタンスの 
PostgreSQL データベースを
設定して、PostgreSQL データ
ベースの起動時に Oracle ライ
ブラリを検索できるようにし
ます。oracle_fdwこれは拡
張機能に必要です。

sudo systemctl stop 
 postgresql-12

注:systemctl起動時にに
必要な Oracle ライブラリ
が見つかるように、/usr/
lib/systemd/system/
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タスク 説明 必要なスキル
postgresql-12.serviceoracle_fdw環
境変数を含むようにファイル
を編集します。

# Oracle Environment 
 Variables
Environment=ORACLE_HOME=/
u01/app/oracle/
product/12.2.0.1/db_1
Environment=LD_LIBRARY_PATH=/
u01/app/oracle/
product/12.2.0.1/db_1/
lib:/lib:/usr/lib

sudo systemctl start 
 postgresql-12

オプション 1: oracle_fdw および postgres_fdw エクステンション、Auto Scaling グループ、および 
Route 53 を使用してデータベースリンクを設定します

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Route 53 にプライベー
トホストゾーンを設定します。

1. Amazon Route 53 にプライ
ベートホストゾーンを作成し
ます。EC2 インスタンスに関
連付けられるドメイン名を書
き留めておきます。

2. oracle_fdwPostgreSQL 拡張
を含む EC2 インスタンスの IP 
アドレスを解決するシンプル
なルーティングポリシーを使
用して「A」レコードを追加し
ます。

3. 「A」レコードを保存したら、
ステップ 1 のドメイン名のホ
ストゾーン ID をメモします。
これを使用して、適切な IAM 
ポリシーを作成します。

DBA、クラウド管理者

EC2 インスタンスにアタッチさ
れる IAM ロールを作成します。

EC2 インスタンスにアタッチ
する IAM ロールを作成するに
は、次のポリシーを使用しま
す。<Hosted zone ID>前のス
トーリーで取り込んだ情報に置
き換えてください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "VisualEditor0", 
            "Effect": 
 "Allow", 

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
            "Action": 
 "route53:ChangeResourceRecordSets", 
            "Resource": 
 "arn:aws:route53:::hostedzone/
<Hosted zone ID>" 
        }, 
        { 
            "Sid": 
 "VisualEditor1", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "route53:ListHostedZones", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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タスク 説明 必要なスキル

EC2 起動テンプレートを作成す
る。

1. oracle_fdwPostgreSQL エ
クステンションを含む EC2 イ
ンスタンスの AMI を作成しま
す。

2. AMI を使用して EC2 起動テン
プレートを作成します。

3. Aurora PostgreSQL 互換イン
スタンスから EC2 インスタ
ンス上の PostgreSQL データ
ベースに接続できるようにす
るには、以前に作成した IAM 
ロールを関連付け、セキュリ
ティグループをアタッチしま
す。

4. ユーザーデータセクショ
ンで、次のコマンドを
追加し、Hosted zone 
IDDomain Nameおよびを適
切な値に変更します。次に、
[起動テンプレートの作成] を
選択します。

#!/bin/bash

v_zone_id='Hosted zone ID'
v_domain_name='Domain 
 Name'
v_local_ipv4=$(curl -s 
 http://169.254.169.254/
latest/meta-data/local-
ipv4)

aws route53 change-
resource-record-sets 
 --hosted-zone-id 
 $v_zone_id --change-
batch '{"Changes":
[{"Action":"UPSERT","ResourceRecordSet":
{"Name":"'$v_domain_name'","Type":"A","TTL":10,"ResourceRecords":
[{"Value":"'$v_local_ipv4'"}]}}]}'

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル

Auto Scaling グループを設定しま
す。

1. Auto Scaling グループを設定
するには、前のステップで作
成した起動テンプレートを使
用します。

2. EC2 インスタンスの起動に
使用される適切な VPC とサ
ブネットを設定します。オプ
ション1のセットアップでは
Load Balancer を使用しませ
ん。

3. スケーリングポリシーで、必
要容量、最小容量、最大容量
を 1 に設定します。

4. 運用チームにアラートを
送信するには、Launch や 
Terminate などのイベントの
通知を追加します。

5. 設定を確認し、[Auto Scaling 
グループの作成] を選択しま
す。

完了すると、Auto Scaling グルー
プは、Oracle データベースに接
続するoracle_fdw PostgreSQL 
エクステンションを含む EC2 イ
ンスタンスを起動します。

注:新しい Oracle テーブルにア
クセスしたり、Oracle テーブ
ルの構造を変更したりする必要
がある場合は、それらの変更を 
PostgreSQL の外部テーブルに反
映する必要があります。変更を
実装したら、EC2 インスタンス
の新しい AMI を作成し、それを
使用して起動テンプレートを設
定する必要があります。

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル

Aurora の PostgreSQL 互換イン
スタンスで postgres_fdw エクス
テンションを設定します。

1. Aurora の 
PostgreSQLpostgres_fdw
互換インスタンスで設定し
ます。これにより、Amazon 
EC2 上の PostgreSQL デー
タベースに接続されます。こ
のデータベースは、Aurora 
PostgreSQL と互換性のある
インスタンスと Oracle データ
ベースの間の中間ノードとし
て機能します。

2. Aurora PostgreSQL 互換イン
スタンスConnect して、次の
コマンドを実行します。

create extension 
 postgres_fdw;
CREATE SERVER pgoradb 
 FOREIGN DATA WRAPPER 
 postgres_fdw OPTIONS 
 (dbname 'postgres', 
 host 'Domain Name', port 
 '5432');

CREATE USER MAPPING for 
 postgres SERVER pgoradb 
 OPTIONS (user 'pguser', 
 password '<password>');

CREATE FOREIGN TABLE 
 data_mart.name_data( 
    name_type CHARACTER 
 VARYING(15) NOT NULL, 
    name CHARACTER 
 VARYING(45) NOT NULL
) SERVER pgoradb OPTIONS 
 (schema_name 'public', 
 table_name 'name_data');

select count(*) from 
 data_mart.name_data;

これで、Aurora PostgreSQL 互
換から Oracle データベースへの
データベースリンクの設定は完
了です。

このソリューション
は、PostgreSQL データベース
をホストする EC2 インスタン
スに障害が発生した場合に備え
て、災害復旧 (DR) 戦略を提供
します。Auto Scaling グループ
は新しい EC2 インスタンスを
起動し、新しい EC2 インスタ
ンスの IP アドレスで DNS を更

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
新します。これにより、Aurora 
PostgreSQL 互換インスタンスの
外部テーブルは、手動による操
作なしに Oracle テーブルにアク
セスできるようになります。

オプション 2: oracle_fdw および postgres_fdw エクステンションを使用してデータベースリン
ク、Auto Scaling グループ、Network Load Balancer を設定します。

タスク 説明 必要なスキル

EC2 起動テンプレートを作成す
る。

1. oracle_fdwPostgreSQL エ
クステンションを含む EC2 イ
ンスタンスの AMI を作成しま
す。

2. AMI を使用して EC2 起動テン
プレートを作成します。

クラウド管理者、DBA

ターゲットグループ、Network 
Load Balancer、Auto Scaling グ
ループを設定します。

1. ターゲットグループを作成す
るには、ターゲットタイプと
して [インスタンス] を選択し
ます。[プロトコル] で [TCP] 
を選択し、[ポート] に [5432] 
を選択します。次に、ター
ゲットグループを設定する 
VPC を選択し、適切なHealth 
チェックを選択します。

2. VPC で内部Network Load 
Balancer を作成します。プ
ロトコル:ポート TCP: 5432 
でリッスンするようにロード
バランサーを設定します。デ
フォルトアクションを「転送
先」に設定し、作成したター
ゲットグループを選択しま
す。

3. 作成した起動テンプレートを
使用して Auto Scaling グルー
プを設定します。

4. EC2 インスタンスの起動に使
用される適切な VPC とサブ
ネットで Auto Scaling グルー
プを設定します。 

5. 負荷分散オプションでは、[既
存のロードバランサーに接
続] を選択し、作成したター
ゲットグループを選択しま
す。Health チェックには ELB
を選択します。

6. スケーリングポリシーで、必
要な容量と最小容量を2に設定
し、最大容量を高可用性での

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
負荷をサポートするために必
要に応じて大きい数に設定し
ます。

7. 運用チームにアラートを
送信するには、Launch や
Terminate などのイベントの
通知を追加します。

8. 設定を確認し、[Auto Scaling 
グループの作成] を選択しま
す。

完了すると、Auto Scaling グルー
プは Oracle データベースに接続
するoracle_fdw PostgreSQL 
エクステンションを含む必要な
数の EC2 インスタンスを起動し
ます。

注:新しい Oracle テーブルにア
クセスしたり、Oracle テーブ
ルの構造を変更したりする必要
がある場合は、それらの変更を 
PostgreSQL の外部テーブルに反
映する必要があります。変更を
実装したら、EC2 インスタンス
の新しい AMI を作成し、それを
使用して起動テンプレートを設
定する必要があります。
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タスク 説明 必要なスキル

Aurora の PostgreSQL 互換イン
スタンスで postgres_fdw エクス
テンションを設定します。

Aurora の 
PostgreSQLpostgres_fdw
互換インスタンスで設定し
ます。これにより、Network 
Load Balancer を介して EC2 
上の PostgreSQL データベー
スに接続されます。EC2 上
の PostgreSQL インスタンス
は、Aurora PostgreSQL 互換イ
ンスタンスと Oracle データベー
スの間の中間ノードとして機能
します。

Aurora PostgreSQL 互換インス
タンスConnect して、次のコマ
ンドを実行します。

create extension 
 postgres_fdw;
CREATE SERVER pgoradb 
 FOREIGN DATA WRAPPER 
 postgres_fdw OPTIONS 
 (dbname 'postgres', host 
 'DNS name of Network Load 
 Balancer', port '5432');

CREATE USER MAPPING for 
 postgres SERVER pgoradb 
 OPTIONS (user 'pguser', 
 password '<password>');

CREATE FOREIGN TABLE 
 data_mart.name_data( 
    name_type CHARACTER 
 VARYING(15) NOT NULL, 
    name CHARACTER 
 VARYING(45) NOT NULL
) SERVER pgoradb OPTIONS 
 (schema_name 'public', 
 table_name 'name_data');

select count(*) from 
 data_mart.name_data;

これで、Aurora PostgreSQL 互
換から Oracle データベースへの
データベースリンクの設定は完
了です。 

PostgreSQL データベースをホス
トしている EC2 に障害が発生し
た場合、Network Load Balancer 
は障害を特定し、障害が発生し
た EC2 インスタンスへのトラ
フィックを停止します。Auto 
Scaling グループは新しい EC2 
インスタンスを起動し、ロード

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
バランサーに登録します。これ
により、元の EC2 インスタン
スに障害が発生しても、Aurora 
PostgreSQL 互換インスタンスの
外部テーブルは手動操作なしで 
Oracle テーブルにアクセスでき
るようになります。

オプション 3: Aurora PostgreSQL と互換性のあるデータベースに oracle_fdw エクステンションを
使用してデータベースリンクをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

oracle_fdw 拡張機能を Aurora 
PostgreSQL 互換インスタンスに
設定します。

Aurora PostgreSQL 互換データ
ベースバージョン 12.7 以降で
は、oracle_fdwこのエクステ
ンションはネイティブで使用で
きます。これにより、EC2 イ
ンスタンスに中間 PostgreSQL 
データベースを作成する必
要がなくなります。Aurora 
PostgreSQL と互換性のあるイン
スタンスは、Oracle データベー
スに直接接続できます。

1. oracle_fdwエクステンショ
ンを作成するには、Aurora 
PostgreSQL 互換インスタンス
にログインし、次のコマンド
を実行します。

create extension 
 oracle_fdw;

2. 外部データラッパーを作成し
ます。次の値を Oracle データ
ベースサーバーの詳細に置き
換えてください。
• <Oracle DB Server IP>
• <Oracle DB Port>
• <Oracle_SID>

create server oradb 
 foreign data wrapper 
 oracle_fdw options 
 (dbserver '//<Oracle DB 
 Server IP>:<Oracle DB 
 Port>/<Oracle_SID>');

3. ユーザーマッピングと Oracle 
テーブルにマップする外
部テーブルを作成するに
は、次のコマンドを実行
します。サンプルコードで

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
は、DMS_SAMPLENAME_DATAが
テーブルを含む Oracle 
スキーマとして使用さ
れ、dms_sampleそのパス
ワードであることに注意して
ください。必要に応じて交換
してください。 また、他の
すべての Oracle テーブルに
アクセスするには、Aurora 
PostgreSQL 互換インスタンス
に外部テーブルを作成する必
要があります。

create user mapping 
 for postgres server 
 oradb options (user 
 'DMS_SAMPLE', password 
 'dms_sample');

CREATE FOREIGN TABLE 
 name_data( 
    name_type character 
 varying(15) OPTIONS (key 
 'true') NOT NULL, 
    name character 
 varying(45)  OPTIONS (key 
 'true') NOT NULL
)SERVER oradb OPTIONS 
 (schema 'DMS_SAMPLE', 
 table 'NAME_DATA');

PostgreSQL インスタンスか
らのアクセスを必要とする 
Oracle テーブルごとに、同様
の外部テーブルを作成する必
要があります。

オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL 互換に接続するための Oracle デー
タベースゲートウェイの設定

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスの Oracle データ
ベースサーバーでゲートウェイ
を設定します。

1. root ユーザーとして、最新の 
UnixODBC ドライバーマネー
ジャーをインストールしま
す。

sudo yum install unixODBC*

2. PostgreSQL ODBC ドライ
バーをインストールします 
(psqlODBC)。

sudo wget https://
download.postgresql.org/

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
pub/repos/yum/reporpms/
EL-7-x86_64/pgdg-redhat-
repo-latest.noarch.rpm
sudo yum install 
 pgdg-redhat-repo-
latest.noarch.rpm
sudo yum install 
 postgresql12-odbc

3. ドライバーの ODBC データ
ソース名 (DSN) を作成しま
す。

UnixODBC ドラ
イバマネージャに
はodbcinstodbc_config、
ドライバの設定とテスト
に使用する、、isqlおよ
びコマンドラインユーティ
リティが用意されていま
す。odbcinstodbc_configま
たはのユーティリティを使用
すると、UnixODBC ドライ
バーマネージャーファイルを
見つけて、ドライバー情報を
渡して DSN を作成できます。

odbcinst -j

次のコードは、出力例を次に
示します。

unixODBC 2.3.1
DRIVERS............: /etc/
odbcinst.ini
SYSTEM DATA SOURCES: /etc/
odbc.ini
FILE DATA SOURCES..: /etc/
ODBCDataSources
USER DATA SOURCES..: /
root/.odbc.ini
SQLULEN Size.......: 8
SQLLEN Size........: 8
SQLSETPOSIROW Size.: 8 
     
odbc_config --odbcini --
odbcinstini
/etc/odbc.ini
/etc/odbcinst.ini

出力例か
ら、odbcinst.iniodbc.iniお
よびファイルを確
認できます。基本的
に、odbcinst.iniは環境
内の ODBC ドライバー用の
レジストリと設定ファイル
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タスク 説明 必要なスキル
で、odbc.iniは ODBC DSN 
用のレジストリと設定ファイ
ルです。ドライバを有効にす
るには、これら 2 つのファ
イルを変更する必要がありま
す。

4. ODBCpsqlODBC ドライ
バーファイルでドライバー
ライブラリを設定し/etc/
odbcinst.ini、ファイルの
末尾に次の行を追加します。
これらの行はドライバーの入
力になります。

[PostgreSQL]
Description     = ODBC for 
 PostgreSQL
Driver          = /usr/
lib/psqlodbcw.so
Setup           = /usr/
lib/libodbcpsqlS.so
Driver64        = /usr/
lib64/psqlodbcw.so
Setup64         = /usr/
lib64/libodbcpsqlS.so
FileUsage       = 1

5. /etc/odbc.iniファイル
に DSN を作成します。
ドライバマネージャは、
このファイルを読み取
り、odbcinst.iniで指定さ
れているドライバの詳細を使
用してデータベースに接続す
る方法を決定します。次のパ
ラメータを実際の値に置き換
えます。
• <PostgreSQL Port>
• <PostgreSQL Database 
Name>

• <Aurora PostgreSQL 
Endpoint>

• <PostgreSQL username>
• <PostgreSQL password>

[pgdsn]
Driver=/usr/pgsql-12/lib/
psqlodbc.so
Description=PostgreSQL 
 ODBC Driver
Database=<PostgreSQL 
 Database Name>
Servername=<Aurora 
 PostgreSQL Endpoint>
Username=<PostgreSQL username>
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タスク 説明 必要なスキル
Password=<PostgreSQL 
 password>
Port=<PostgreSQL Port>
UseDeclareFetch=1
CommLog=/tmp/
pgodbclink.log
Debug=1
LowerCaseIdentifier=1

6. isqlユーティリティを使用
して、作成した PostgreSQL 
データベース DSN への 
ODBC 接続 (psqlODBC) をテ
ストします。

isql -v pgdsn

次のコードは、出力例を次に
示します。

+---------------------------------------
+
| Connected!               
          |
|                          
                |
| sql-statement            
         |
| help [tablename]         
        |
| quit                     
               |
|                          
                |
+---------------------------------------
+
quit

7. DSN を使用して、ODBC (HS) 
サービスハンドラーのゲート
ウェイを作成します。

oracleユーザーとし
て、initDSN.oraロケー
ションにファイルを作成し
ます$ORACLE_HOME/hs/
admin。この場合、pgdsnは 
DSN なので、という名前の
ファイルを作成する必要があ
りますinitpgdsn.ora。

more initpgdsn.ora

次のコードは、出力例を次に
示します。
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タスク 説明 必要なスキル

# This is a sample agent 
 init file that contains 
 the HS parameters that 
 are
# needed for the Database 
 Gateway for ODBC
#
# HS init parameters
#

HS_FDS_CONNECT_INFO=pgdsn
HS_FDS_TRACE_LEVEL=OFF
HS_FDS_TRACE_FILE_NAME=/
tmp/ora_hs_trace.log
HS_FDS_SHAREABLE_NAME=/
usr/lib64/libodbc.so
HS_NLS_NCHAR=UCS2
HS_LANGUAGE=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8

#
# ODBC specific 
 environment variables
#

set ODBCINI=/etc/odbc.ini 
   

8. DSN エントリを追加してリ
スナー ($ORACLE_HOME/
network/admin/
listener.ora)SID_LIST_LISTENER
を調整します。

more $ORACLE_HOME/network/
admin/listener.ora

次のコードは、出力例を次に
示します。

SID_LIST_LISTENER = 
  (SID_LIST = 
   (SID_DESC= 
    (SID_NAME = pgdsn) 
    (ORACLE_HOME 
 = /u01/app/oracle/
product/12.2.0.1/db_1) 
    
 (ENVS="LD_LIBRARY_PATH=/
lib64:/usr/lib:/usr/
lib64:/u01/app/oracle/
product/12.2.0.1/db_1") 
    (PROGRAM=dg4odbc) 
   )
)

9. DSN エントリを追加し
てtnsname ($ORACLE_HOME/
network/admin/
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タスク 説明 必要なスキル
tnsnames.ora) を調整しま
す。

more $ORACLE_HOME/network/
admin/tnsnames.ora

次のコードは、出力例を次に
示します。

pgdsn=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)
(HOST=localhost)
(PORT=1521))
(CONNECT_DATA=(SID=pgdsn))
(HS=OK))

10.Oracle リスナーを再起動す
ると、ネットワークファイ
ルに対する DSN 関連のエン
トリが有効になり、適切な 
Oracle<Listener Name> リ
スナー名に変更されます。

lsnrctl stop <Listener 
 Name>
lsnrctl start <Listener 
 Name>

Oracle リスナーを再起動す
ると、DSN 名 (pgdsn) の 
Oracle HS ハンドラーが作成
されます。

11.DSN を使用して Oracle 
データベースリンクを作成
し、Oracle データベースにロ
グインして PostgreSQL デー
タベースにアクセスします。

create public database 
 link pgdb connect to 
 "postgres" identified by 
 "postgres" using 'pgdsn';

12.作成した Oracle データベース
リンクを使用して PostgreSQL 
データにアクセスします。

select count(*) from 
 "pg_tables"@pgdb; 
   

関連リソース
• Amazon Aurora PostgreSQL
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ML ビルド、トレーニング、デプロイの

ワークロードを Amazon に移行 SageMaker

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• 起動テンプレートからのインスタンスの起動
• Auto Scaling グループ
• Amazon Route 53
• Amazon Simple Notification Service (SNS)
• AWS Network Load Balancer
• Oracle データベースゲートウェイ

追加情報
oracle_fdwこの拡張機能は Aurora PostgreSQL 互換バージョン 12.7 以降でも利用可能ですが、このパ
ターンには以前のバージョンの Aurora PostgreSQL 互換データベースのソリューションも含まれていま
す。これは、多くのお客様が Aurora PostgreSQL 互換データベースを古いバージョンでサポートしてお
り、データベースのアップグレードには複数のレベルのアプリケーションテストとパフォーマンステスト
が必要になるためです。また、データベースリンク機能は広く使用されており、この記事の目的は Aurora 
PostgreSQL 互換のすべてのバージョンにオプションを提供することです。

AWS SageMaker 開発者ツールを使用して ML ビ
ルド、トレーニング、デプロイのワークロードを 
Amazon に移行

スコット・マービン (AWS) によって作成されました

R タイプ: プラットフォーム変更 ソース: 機械学習 ターゲット: アマゾン SageMaker

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: 機械学習と AI 
DevOps; マイグレーション

AWS サービス: アマゾン 
SageMaker

概要
このパターンは、Unix または Linux サーバーで実行されているオンプレミスの機械学習 (ML) アプリケー
ションを Amazon を使用して AWS でトレーニングおよびデプロイするために移行するためのガイダンス
を提供します SageMaker。このデプロイでは、継続的な統合や継続的なデプロイ (CI/CD) パイプラインを
使用します。移行パターンは AWS CloudFormation スタックを使用してデプロイされます。

前提条件と制限
前提条件

• AWS ランディングゾーンを使用するアクティブな AWS アカウント
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を UNX または Linux サーバーにインストールして設定する
• AWS CodeCommit または Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) GitHub のいずれかにある ML 

ソースコードリポジトリ
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機能制限

• 1 つの AWS リージョンにデプロイできるパイプラインは 300 個のみです。
• このパターンは、Python train-and-deploy のコードを使用した監視付き ML ワークロードを対象として

います。

製品バージョン

• Docker バージョン 19.03.5、ビルド 633a0ea、Python 3.6x を使用

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• ローカルファイルシステムまたはリレーショナルデータベースのデータを含むオンプレミスの Linux コ
ンピュートインスタンス

ソースアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

• AWS は、データストレージ用に Amazon S3、パイプライン実行を追跡またはロギングするためのメタ
データストアとして Amazon DynamoDB CodePipeline をデプロイしました。

ターゲットアーキテクチャ

アプリケーション移行アーキテクチャ

• ネイティブ Python パッケージと AWS CodeCommit リポジトリ (およびデータベースインスタンス上の
オンプレミスデータセット用の SQL クライアント)

Tools
• Python
• Git 
• AWS CLI — AWS CLI は AWS CloudFormation スタックをデプロイし、データを S3 バケットに移動し

ます。次に、S3 バケットがターゲットにつながります。

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースコードとデータセットを
検証します。

  データサイエンティスト
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タスク 説明 必要なスキル

ターゲットのビルド、トレーニ
ング、デプロイインスタンスの
タイプとサイズを特定します。

  データエンジニア、データサイ
エンティスト

機能リストと容量要件を作成し
ます。

   

ネットワーク要件を識別しま
す。

  DBA、システム管理者

ソースアプリケーションとター
ゲットアプリケーションのネッ
トワークまたはホストアクセ
スセキュリティ要件を特定しま
す。

  データエンジニア、ML エンジニ
ア、システム管理者

バックアップ戦略を決定しま
す。

  ML エンジニア、システム管理者

可用性要件を決定します。   ML エンジニア、システム管理者

アプリケーションの移行または
切り替え戦略を特定します。

  データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

  ML エンジニア、システム管理者

セキュリティグループを作成し
ます。

  ML エンジニア、システム管理者

ML コード用に Amazon S3 バ
ケットと AWS CodeCommit リポ
ジトリブランチをセットアップ
します。

  ML エンジニア

データとコードをアップロードする

タスク 説明 必要なスキル

ネイティブの MySQL ツールま
たはサードパーティツールを使
用して、データセットのトレー
ニング、検証、テストをプロビ
ジョニングされた S3 バケットに
移行します。

これは AWS CloudFormation ス
タックのデプロイに必要です。

データエンジニア、ML エンジニ
ア

ML トレインとホスティングコー
ドを Python Package としてパッ
ケージ化し、AWS CodeCommit 
GitHub またはのプロビジョニン

移行用の AWS CloudFormation 
テンプレートをデプロイするに
は、リポジトリのブランチ名が
必要です。

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア
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タスク 説明 必要なスキル
グされたリポジトリにプッシュ
します。

アプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル

ML ワークロードの移行戦略に
従ってください。

  アプリケーションオーナー、ML 
エンジニア

AWS CloudFormation スタックを
デプロイします。

AWS CLI を使用して、この
ソリューションで提供される 
YAML テンプレートで宣言され
たスタックを作成します。

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  アプリケーションオーナー、
データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

AWS CloudFormation テンプレー
トのカスタムリソース (使用され
ていない AWS Lambda 関数な
ど) をすべてシャットダウンしま
す。

データサイエンティスト、ML エ
ンジニア

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  アプリケーションオーナー、
データサイエンティスト

結果と ML モデル評価指標をオペ
レーターと検証します。

モデルのパフォーマンスがアプ
リケーションユーザーの期待と
一致し、オンプレミスの状態と
同等であることを確認してくだ
さい。

アプリケーションオーナー、
データサイエンティスト

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  アプリケーションオーナー、ML 
エンジニア

関連リソース
• AWSCodePipeline
• AWSCodeBuild
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AWS 規範的ガイダンス パターン
OpenText TeamSite ワークロードを AWS に移行

• AmazonSageMaker
• Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon DynamoDB
• AWS Lambda

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

OpenText TeamSite ワークロードを AWS クラウドに
移行

Battulga Purevragchaa（AWS）、マイケル・スチュワート、カルロス・マルエンダ・モリーナによって作
成されました

環境:プロダクション ソース:オンプレミス ターゲット:AWS

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:その他すべての
ワークロード

テクノロジー:移行、ウェブサイ
トとウェブアプリ

AWS サービス:Amazon EC2、ア
マゾン RDS

概要
多くの OpenText Export インスタンスは、固定容量およびレガシーコストモデルを備えたオンプレミスま
たは従来のホスティングソリューションでホストされます。 OpenText Excess に移行する (Amazon Web 
Services) クラウドは、全体的な保有コストを削減するだけでなく、ビジネスの俊敏性と統合機会を提供し
ます。

このパターンは、OpenText TeamSiteワークロードを AWS クラウドに移行するための手順とテンプレー
トを提供します。このパターンでは、移行プロセスをガイドする詳細なエピックセクションを提供するこ
とで、移行プロジェクトの範囲と予算の調整方法を理解しやすくなります。 OpenText TeamSite

このパターンは AWS と AWS パートナーである TBSCG が開発したもので、AWS AWS Prescriptive 
Guidance ウェブサイトの「AWS OpenText TeamSite クラウドへのワークロードの移行とメディア管理」
ガイドに付属しています。

前提条件と制限
前提条件

• 少なくとも 1 つのアクティブな AWS アカウント
• OpenText オンプレミスのデータセンターまたは別のクラウドプロバイダーでホストされているワーク

ロード
• OpenText アクティブライセンス

移行プロセスには、次の表に示す役割と責任も必要です。
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[Role] (ロール) 責任

スポンサー Internal スポンサーシップ 

Delivery Manager 移行のデリバリー

ソリューションアーキテクト 現在のアーキテクチャと新しいアーキテクチャを
定義

DevOps エンジニア DevOps アクティビティ

品質保証テスター システムレベルのテスト

プロダクトオーナー ビジネス要件に基づくタスクの優先順位付け

TeamSite 著者 移行ユーザー受け入れテスト (UAT)

TeamSite 管理者 移行 UAT

OpenText 鉛 OpenText 製品スペシャリスト 

OpenText 開発者 OpenText 製品スペシャリスト

価格スペシャリスト AWS OpenText とライセンス 

IT セキュリティ IT セキュリティのベースライン 

サードパーティーの統合開発者 既存のインテグレーションをやり直す

フロントエンド開発者 移行したフロントエンドコードに変更を加える

データベース管理者 データベース設定

機能制限

• ターゲットオペレーティングシステム (OS) との互換性を確認してください。 OpenText 移行する製品
バージョンの製品リリースノートにある互換性マトリックスを使用できます。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• OpenText オンプレミスまたは別のクラウドプロバイダーでホストされているカスタマーエクスペリエ
ンスソリューション
• OpenText TeamSite 
• OpenText LiveSite
• OpenText メディア管理   
• OpenText MediaBin   

ターゲットテクノロジースタック

• AWS クラウドでホストされ、次の AWS OpenText サービスを使用するカスタマーエクスペリエンスプ
ラットフォーム。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
• OpenSearch アマゾンサービス
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• Elastic Load Balancing
• AWS Lambda
• Amazon API Gateway
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、リレーショナルデータベース、データウェアハウ

ス、NoSQL データベース、その他の種類のデータストアを簡単に移行させるためのクラウドサービスで
す。 

• AWS アプリケーション移行サービスは、ソースサーバーを AWS でネイティブに実行するように自動的
に変換します。また、組み込みおよびカスタムの最適化オプションにより、アプリケーションのモダナ
イゼーションを簡素化します。

叙事詩
発見と評価

タスク 説明 必要なスキル

発見要件に関するワークショッ
プを開催します。

ビジネスチームと技術チームと
のワークショップを開催して、
現在の状況を発見し、要件を
収集し、移行戦略を検証しま
す。移行の複雑さと範囲によっ
ては、組織でいくつかのワーク
ショップが必要になる場合があ
ります。

期間:2 週間

スポンサー (オプション)、デリ
バリーマネージャー、ソリュー
ションアーキテクト、 OpenText 
リード、プロダクトオーナー

ソリューションと移行の要件を
分析します。

計画中のソリューションと移行
プロセスの設計に影響するビジ
ネス要件、機能要件、技術要件
を分析して文書化します。

期間:1 週間

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、プロダクト
オーナー

OpenText 既存のアーキテクチャ
を文書化します。

コアコンポーネントや関連す
るすべてのアプリケーションや
サービスを含め、 OpenText 既存
のアーキテクチャを文書化しま
す。

期間:1 週間

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、プロダクト
オーナー

計画されている AWS アーキテク
チャを定義します。

特定されたコンポーネント、要
件、 OpenText 互換性マトリッ
クスに基づいて、計画する AWS 

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、プロダクト
オーナー、IT セキュリティ
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タスク 説明 必要なスキル
アーキテクチャを定義します。 
OpenText 互換性マトリックス
は、 OpenText TeamSite お使い
のバージョンのリリースノート
に記載されています。

期間:1 週間

計画している AWS アーキテク
チャのサイズを評価してくださ
い。

サイズ要件は、ワークロードや
その他の非機能要件に応じて、
アーキテクチャコンポーネント
ごとに異なります。

期間:2 日間

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー

TCO を計算します。 提案したソリューションの総保
有コスト (TCO) を計算します。

期間:2 日間

ソリューションアーキテクト、
価格設定スペシャリスト

各コンポーネントの移行戦略を
定義します。

7 つの一般的な移行戦略 (7 R) の
うち、AWS クラウドに移行する
必要があるコアコンポーネント
または追加コンポーネントごと
に、どれを使用するかを定義し
て文書化します。

期間:1 週間

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、プロダクト
オーナー

コンポーネントの移行プロセス
を定義します。

ワークロードの各コンポーネン
トの詳細な移行プロセスを定義
します。

期間:1 週間

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、プロダクト
オーナー、IT セキュリティ

グローバル移行プロセスと依存
関係を定義します。

コンポーネント、依存関係、事
業継続性に関する移行の詳細を
含むグローバルな移行プロセス
とカレンダーを作成します。

期間:3 日間

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、プロダクト
オーナー、IT セキュリティ

セキュリティとコンプライアンス活動

タスク 説明 必要なスキル

セキュリティポリシーを作成し
ます。

AWS アカウントでカスタマー管
理セキュリティポリシーを設定
します。これらには、未使用の
アカウントを自動的にオフにす
るだけでなく、パスワードの複
雑さとローテーションを含める
必要があります。 

カスタマー管理ポリシーの詳細
については、AWS Ict に移行する 

ソリューションアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
(IA) のドキュメントの「カスタ
マー管理ポリシー」を参照して
ください。

IAM ユーザーを作成します。 AWS Command Line Interface 
(AWS CLI)、および AWS SDK 
へのアクセスを必要とする IAM 
ユーザーを作成します。

IAM ユーザーの作成の詳細に
ついては、IAM ドキュメントの
「AWS アカウントでの IAM ユー
ザーの作成」を参照してくださ
い。

ソリューションアーキテクト

IAM グループを作成します。 必要な IAM ユーザーグループ (管
理者グループや開発者グループ
など) を作成し、それらのグルー
プに IAM ユーザーを追加しま
す。 

IAM ユーザーグループの詳細に
ついては、IAM ドキュメントの
「IAM ユーザーグループ」を参
照してください。

ソリューションアーキテクト

セキュリティポリシーを添付し
ます。

IAM グループまたはロールにセ
キュリティポリシーをアタッチ
します。 

詳細については、IAM ドキュメ
ントの「IAM ユーザーグループ
にポリシーをアタッチする」を
参照してください。

ソリューションアーキテクト

詳細請求を有効にする。 請求の詳細については、AWS 
Billing and Cost Management ド
キュメントの「使用量とコスト
のモニタリング」を参照してく
ださい。

ソリューションアーキテクト

アカウントの連絡先情報を確認
してください。

アカウントの連絡先情報が最新
のものであり、組織内の 1 人以
上の個人にマッピングされてい
ることを確認します。 

詳細については、AWS Billing 
and Cost Management ドキュメ
ントの「AWS アカウントの管
理」を参照してください。

ソリューションアーキテクト、
プロダクトオーナー
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タスク 説明 必要なスキル

セキュリティの連絡先情報を追
加します。

セキュリティ連絡先情報を使用
して連絡先情報を設定します。

詳細については、AWS Billing 
and Cost Management ドキュメ
ントの「AWS アカウントの管
理」を参照してください。

ソリューションアーキテクト、IT 
セキュリティ

IAM ロールを EC2 インスタンス
に設定します。

EC2 インスタンスの IAM ロール
を設定します。 

詳細については、Amazon EC2 
ドキュメントの「Amazon EC2 
の IAM ロール」を参照してくだ
さい。

ソリューションアーキテクト

AWS Support へのアクセスを設
定します。

Support センター用 AWS 
Support へのアクセスを必要とす
る IAM ユーザーに IAM ポリシー
をアタッチし、サポートケース
を作成します。 

詳細については、AWS Support 
ドキュメントの「AWS Support 
へのアクセス権限」を参照して
ください。

ソリューションアーキテクト

[有効] CloudTrail。 すべての AWS CloudTrail リー
ジョンで AWS を自動的に有効に
します。 

詳細については、AWScreate-
trail CloudTrail ドキュメン
トの「使用」を参照してくださ
い。

ソリューションアーキテクト

CloudTrail ログファイルの検証を
有効にします。

CloudTrail ログファイルの検証を
有効にします。

詳細については、AWS 
CloudTrail ドキュメントの「ロ
グファイルの整合性検証の有
効化」を参照してください。 
CloudTrail 

ソリューションアーキテクト

CloudTrail ログを含むすべての 
S3 バケットへのアクセスを制限
します。

CloudTrail ログファイルが格納さ
れている S3 バケットへのアクセ
スを制限するバケットポリシー
を適用します。

詳細については、AWS 
CloudTrail CloudTrail ドキュメン
トの「Amazon S3 バケットポリ
シー」を参照してください。

ソリューションアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル

CloudTrail CloudWatch ログとの
統合

によって生成された証跡を 
Amazon CloudTrail CloudWatch 
ログと統合します。 

詳細については、AWS 
CloudTrail ドキュメントの「
CloudWatch ログへのイベントの
送信」を参照してください。

ソリューションアーキテクト

必要なすべてのリージョンで 
AWS Config を有効にします。

必要なすべてのリージョンで 
AWS Config を自動的に有効にし
ます。 

AWS CLI を使用して AWS 
Config をセットアップできま
す。詳細については、AWS 
Config ドキュメントの「AWS 
Config を使用して AWS Config 
を設定する」を参照してくださ
い。

ソリューションアーキテクト

S3 バケットのアクセスのログ記
録を有効にします。

を使用して S3 CloudTrail バケッ
トのアクセスログ記録を自動化
します。 

詳細については、Amazon S3 ド
キュメントの「S3 CloudTrail バ
ケットとオブジェクトのイベン
トログ記録の有効化」を参照し
てください。

ソリューションアーキテクト

の AWS KMS キーポリシーを設
定します CloudTrail。

の AWS Key Management 
Service (AWS KMS) CloudTrail 
のキーポリシーの設定を自動化
します。 

詳細については、AWS 
CloudTrail ドキュメントの
「AWS KMS キーポリシーの
設定」を参照してください。 
CloudTrail

ソリューションアーキテクト

CloudTrail 保存時にログ記録を暗
号化します。

AWS KMS に保存されている
顧客管理キーを使用して、 
CloudTrail ログのサーバー側の暗
号化を設定します。 

詳細については、AWS 
CloudTrail ドキュメントの
「AWS KMS CloudTrail 管理キー
によるログファイルの暗号化」
を参照してください。

ソリューションアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル

KMS キーを自動的にローテー
ションします。

AWS KMS キーのローテーショ
ンを設定します。 

詳細については、AWS KMS ド
キュメントの「自動キーロー
テーションを有効または無効
にする方法」を参照してくださ
い。

ソリューションアーキテクト

CloudWatch アラームを設定しま
す。

特定のイベントによって開始さ
れる Amazon CloudWatch アラー
ムを設定します。たとえば、API 
への不正なリクエストやルート
アカウントの使用などです。 

詳細については、AWS セキュリ
ティブログの「AWS アカウン
トのルートアクセスキーが使用
されたときに通知を受け取る方
法」を参照してください。 

ソリューションアーキテクト

セキュリティグループを設定し
ます。

セキュリティグループを設定し
て、ポート 22 と 3389 で無制限
のインバウンドトラフィックが
許可されないようにします。

ソリューションアーキテクト

VPC フローログ記録を有効にし
ます。

拒否された IP トラフィック
を、仮想プライベートクラウ
ド (VPC) 内のネットワークイ
ンターフェイス間でキャプチャ
し、 CloudWatch キャプチャす
るように設定します。

詳細については、Amazon VPC 
ドキュメントの「フローログの
作成」を参照してください。 

ソリューションアーキテクト

すべてのトラフィックを制限す
るために、デフォルトのセキュ
リティグループを変更します。

トラフィックがデフォルトで拒
否され、セキュリティグループ
を通じてアクセスが明示的に許
可されるように、各 VPC のデ
フォルトセキュリティグループ
を変更します。 

詳細については、Amazon VPC
ドキュメントの「VPC のセキュ
リティグループ」を参照してく
ださい。 

ソリューションアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル

VPC 間のルーティングテーブル
を設定します。

必要最小限のアクセスで、VPC 
ピアリングのルーティングテー
ブルを設定します。 

詳細については、Amazon VPC
ドキュメントの「VPC ピアリ
ング接続のルートテーブルの更
新」を参照してください。

ソリューションアーキテクト

新しい AWS インフラストラクチャの設定アクティビティ

タスク 説明 必要なスキル

AWS インフラストラクチャをプ
ロビジョニングします。

AWS アカウントとリソースを作
成します。

期間:2 週間

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト

DevOps ツールとプロセスを設定
します。

継続的な統合や継続的なデリバ
リー (CI/CD) DevOps のパイプ
ラインや自動化されたテストフ
レームワークなどのツールや手
順を設定します。

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト

コアコンポーネントの移行を自
動化します。

既存のテンプレートまたは
スクリプトを使用して、 
TeamSite LiveSite、 OpenText 
OpenDeploy MediaBinなどの製
品のインストールと設定を自動
化します。

期間:1 週間

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト、 OpenText 
リーダー

追加コンポーネントの移行を自
動化します。

OpenText コアコンポーネント 
(追加のデータベース、通信、監
視、キャッシュコンポーネント
など) と統合された追加アプリ
ケーションの移行を分析して自
動化します。

期間:2 週間

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト、 OpenText 
リーダー

コアコンポーネントを調整しま
す。

OpenText コアコンポーネント
のカスタマイズに必要な変更を
加えます (インテグレーションな
ど)。

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、 OpenText 
開発者、サードパーティ統合開
発者、フロントエンド開発者

追加サービスを実装して設定し
ます。

AWS Lambda 関数や Amazon 
API Gateway などの新しい AWS 
サービスのプロビジョニング、
設定、および実装を行います。

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト、サード
パーティ統合開発者、フロント
エンド開発者

他のコンポーネントを移行また
はリファクタリングします。

必要なリファクタリングを含
め、その他のコンポーネントを
移行します。これには、カスタ

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト、サード
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タスク 説明 必要なスキル
ムメイドのレポートポータルや
既存のAPI統合レイヤーなどの外
部アプリケーションが含まれま
す。

パーティ統合開発者、フロント
エンド開発者

開発環境でマイグレーションを
行います。

システムプロビジョニング、
データ移行、アプリケーショ
ン移行、インストール、設定な
ど、開発環境の移行アクティビ
ティを自動化します。

DevOps エンジニア

本番環境で移行を実行してくだ
さい。

システムのプロビジョニング、
データ移行、アプリケーション
の移行、インストール、構成な
ど、本番環境の移行アクティビ
ティを自動化します。

DevOps エンジニア

ネットワーキング活動

タスク 説明 必要なスキル

各 VPC の CIDR ブロックを定義
します。

デフォルト以外の各 VPC のク
ラスレスドメイン間ルーティン
グ (IP 範囲とマスク) を定義しま
す。

期間:1 週間未満

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト

サブネットとアベイラビリ
ティーゾーンを定義します。

デフォルト以外の各 VPC で使用
されるサブネットとアベイラビ
リティーゾーンを定義します。

期間:1 週間未満

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト

セキュリティグループを定義し
ます。

AWS リソースのセキュリティを
制御するためのセキュリティグ
ループとセキュリティグループ
ルールを定義します。

期間:1 週間未満

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト

ネットワーク ACL を定義しま
す。

サブネットのセキュリティを制
御するために、ネットワークア
クセスコントロールリスト (ACL) 
を定義します。

期間:1 週間未満

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト

データベースの移行

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースを準備しま
す。

AWS DMS を使用して、AWS ク
ラウドへの継続的なレプリケー

DevOps エンジニア、ソリュー
ションアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
ション用に各ソースデータベー
スを準備します。

OpenText コアコンポーネントの
データベースを作成します。

Opentext、 TeamSite LiveSite、 
MediaBin およびコンポーネント
に必要なデータベースを作成し
ます。 OpenText ユーザーとアク
セス権がインストールドキュメ
ントに従って正しく設定されて
いることを確認してください。

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、 OpenText 
開発者

ソースデータベースサーバーか
らデータをコピーします。

OpenText コアコンポーネント
のデータをソースデータベース
サーバーからターゲットデータ
ベースサーバーにコピーするプ
ロセスを自動化します。

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、 OpenText 
開発者

データベースサーバーからの
データを同期します。

ソースデータベースからター
ゲットデータベースへの定期的
なデータ同期を実行するプロセ
スを自動化します。

OpenText 開発者

コンテンツ移行アクティビティ

タスク 説明 必要なスキル

OpenText TeamSite コンテンツ
ストアをコピーします。

OpenText TeamSite OpenText 
TeamSite コンテンツストアを
ソースサーバからターゲット
サーバにコピーするプロセスを
自動化します。

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、 OpenText 
開発者

ユーザーとグループをマップし
ます。

OpenText TeamSite 内部ユーザ 
ID とターゲットシステム ID との
内部マッピング。

OpenText 鉛

OpenText TeamSite コンテンツ
ストアを同期します。

ソースコンテンツストアとター
ゲットコンテンツストアを定
期的に同期するプロセスを自動
化します。これは移行と QA プ
ロセスの一部として実装されま
す。

OpenText 開発者

Web サーバーからデータをコ
ピーします。

ソース Web サーバーからター
ゲット Web サーバーにデータを
コピーするプロセスを自動化し
ます。

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、 OpenText 
開発者

ウェブサーバーのデータを同期
します。

ソースとターゲット Web サー
バーのデータを定期的に同期す
るプロセスを自動化します。

OpenText 開発者

Web サーバーのファイルシステ
ムからデータをコピーします。

コンテンツやその他の Web ア
セットをソース Web サーバーの
ファイルシステムからターゲッ

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、 OpenText 
開発者
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タスク 説明 必要なスキル
ト Web サーバーにコピーするプ
ロセスを自動化します。

Web サーバーのファイルシステ
ムを同期します。

ソース Web サーバーのファイ
ルシステムからターゲット Web 
サーバーへのコンテンツやその
他の Web アセットの定期的な同
期を実行するプロセスを自動化
します。

OpenText 開発者

フィードとインデックスを生成
します。

または Web サーバーのコンテン
ツをデータソースとして使用す
るフィードやその他のインデッ
クス (Web 検索など) を生成する
プロセスの実行プロセスを自動
化します。 OpenText TeamSite

ソリューションアーキテクト、 
OpenText リーダー、 OpenText 
開発者

フィードとインデックスの生成
を同期します。

データ同期後にフィードとイン
デックスを定期的に再生成する
プロセスを自動化します。

OpenText 開発者

テストと品質保証活動

タスク 説明 必要なスキル

移行 QA を実行します。 対象の AWS 環境、アプリケー
ション、サービスをテストし
て、自動移行プロセスが正しく
構築および設定されていること
を確認します。

DevOps エンジニア、 OpenText 
リード、QAテスター

パフォーマンステストを実施し
ます。

特定のワークロードでの応答性
と安定性の観点からパフォーマ
ンスをテストします。スケーラ
ビリティや信頼性など、宛先シ
ステムのその他の品質属性を調
査、測定、検証、または検証し
ます。

このテストを有効にするには、
本番環境と同じサイズのテスト
環境が必要です。

期間:1～2週間

DevOps エンジニア、 OpenText 
リード

セキュリティテスト。 脆弱性スキャンとペネトレー
ションテストにより、データ
を保護し、必要に応じて機能を
維持するアプリケーションのセ
キュリティメカニズムの潜在的
な欠陥を明らかにします。

このテストが役に立つために
は、ネットワークとセキュリ

DevOps エンジニア、 OpenText 
リード
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タスク 説明 必要なスキル
ティの点で本番環境と同等のテ
スト環境が必要です。

期間:1～2週間

運用統合活動

タスク 説明 必要なスキル

オペレーショナルレディネスの
確認

現在 IT 運用をどのように行って
いるのか、また AWS クラウドで
どのように運用するのかを理解
してください。クラウド運用モ
デルを定義することで、このビ
ジネス成果を達成できます。 

期間:1 週間

DevOps エンジニア、 OpenText 
リーダー、サービスデリバリー
マネージャー

運用自動化への投資 自動化に投資して AWS の運用モ
デルを実現しましょう。

DevOps エンジニア、 OpenText 
リーダー、サービスデリバリー
マネージャー

業務を統合します。 現在の IT ツールを引き続き使用
し、AWS クラウドへの統合に
よって拡張できます。

DevOps エンジニア、 OpenText 
リーダー、サービスデリバリー
マネージャー

カットオーバーアクティビティ

タスク 説明 必要なスキル

DNSを切り替えます。 ドメインネームシステム (DNS) 
を既存のホストから AWS クラウ
ドベースのホストに手動で切り
替えます。

所要時間:1 時間

DevOps エンジニア、 OpenText 
リード

災害復旧をテストします。 ディザスタリカバリ、バック
アップリストアをテストし、自
動テストを実行します。

所要時間:1 日

DevOps エンジニア、 OpenText 
リード、QAテスター

監視と分析を検証します。 監視と分析が機能していること
を確認します。

所要時間:2 時間

DevOps エンジニア、 OpenText 
リード

古い環境をオフにして、サー
バーのシャットダウンをリクエ
ストしてください。

期間:3 日間 DevOps エンジニア、 OpenText 
リード
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関連リソース
• カスタマー管理ポリシー
• AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成
• IAM ユーザーグループ
• IAM ユーザーグループへのポリシーのアタッチ
• 使用状況とコストの監視
• AWS アカウントの管理
• Amazon EC2 の IAM ロール
• AWS Support のアクセス権限
• クリエイト・トレイルを使う
• のログファイルの整合性検証を有効にする CloudTrail
• の Amazon S3 バケットポリシー CloudTrail
• CloudWatch ログへのイベントの送信
• AWS CLI を使用して AWS Config を設定する
• S3 CloudTrail バケットとオブジェクトのイベントログ記録の有効化
• の AWS KMS キーポリシーの設定 CloudTrail
• AWS KMS で管理されたキー (SSE-KMS) CloudTrail を使用したログファイルの暗号化
• キーの自動ローテーションを有効または無効にする方法
• AWS アカウントのルートアクセスキーが使用されたときに通知を受け取る方法
• フローログの作成
• VPC のセキュリティグループ
• VPC ピアリング接続のルートテーブルを更新する

Oracle CLOB の値を AWS 上の PostgreSQL 内の個々
の行に移行する

サイ・クリシュナ・ナンブル (AWS) とシンドゥシャ・パトゥル (AWS) により作成

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle Database ターゲット: Aurora PostgreSQL 
互換または Amazon Rela

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: オラクル; オープ
ンソース

テクノロジー: 移行、ストレージ
とバックアップ、データベース

AWS サービス: Amazon Aurora; 
AWS DMS; Amazon S3; Amazon 
RDS

概要
このパターンは、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションと Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) for PostgreSQL で Oracle キャラクタラージオブジェクト (CLOB) の値を個々の行に分割す
る方法を示しています。PostgreSQL は CLOB データ型をサポートしていません。

間隔パーティションを含むテーブルはソース Oracle データベースで識別され、テーブル名、パーティショ
ンのタイプ、パーティションの間隔、およびその他のメタデータが取得され、ターゲットデータベース
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にロードされます。AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、サイズが 1 GB 未満の 
CLOB データをテキストとしてターゲットテーブルにロードできます。また、データを CSV 形式でエクス
ポートして Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 3 バケットにロードし、ターゲット PostgreSQL 
データベースに移行することもできます。

移行後、このパターンで提供されるカスタム PostgreSQL コードを使用して、改行文字識別子 (CHR(10)) 
に基づいて CLOB データを個々の行に分割し、ターゲットテーブルに入力できます。 

前提条件と制限
前提条件

• 間隔パーティションと CLOB データ型のレコードを含む Oracle データベーステーブル。
• Aurora PostgreSQL 互換または Amazon RDS for PostgreSQL データベースで、テーブル構造はソース

テーブルと似ている (列とデータ型が同じ)。

機能制限

• CLOB 値は 1 GB を超えることはできません。
• ターゲットテーブルの各行には、新しい行文字識別子が必要です。

製品バージョン

• Oracle 12c
• Aurora Postgres 11.6

アーキテクチャ
次の図は、CLOB データを含むソース Oracle テーブルと、Aurora PostgreSQL 互換バージョン 11.6 の同
等の PostgreSQL テーブルを示しています。

Tools
AWS サービス

• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス
ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。

• Amazon Relational Database Service (Amazon (Amazon) を使用して、AWS クラウドでの PostgreSQL 
リレーショナルデータベースを設定、運用、および拡張できます。

• AWS Database SService (AWS) を使用して、データストアを移行できます。
• Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

以下のクライアントツールを使用して、Aurora PostgreSQL 互換データベースと Amazon RDS for 
PostgreSQL データベースへの接続、アクセス、および管理を行うことができます。(これらのツールはこ
のパターンでは使用されません。)

• pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソースの管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管
理、使用に役立つグラフィカルインターフェイスを提供します。

• DBeaver は、開発者とデータベース管理者向けのオープンソースデータベースツールです。このツール
を使用して、データを操作、監視、分析、管理、および移行できます。
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ベストプラクティス
データベースを Oracle から PostgreSQL に移行するためのベストプラクティスについては、AWS ブログ
記事「Oracle データベースを Amazon RDS PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL に移行する
ためのベストプラクティス」を参照してください。移行プロセスとインフラストラクチャに関する考慮事
項

大きなバイナリオブジェクトを移行するための AWS DMS タスクを設定するベストプラクティスについて
は、AWS DMS ドキュメントの「大きなバイナリオブジェクト (LOB) の移行」を参照してください。

叙事詩
CLOB データを識別してください

タスク 説明 必要なスキル

CLOB データを分析します。 ソース Oracle データベースで 
CLOB データを分析して、ター
ゲットテーブルにデータをロー
ドする方法を決定できるよう
に、列ヘッダーが含まれている
かどうかを確認します。 

入力データを分析するには、次
のクエリを使用します。

SELECT * FROM 
clobdata_or;   

デベロッパー

CLOB データをロードします。 CLOB データを含むテーブルを 
Aurora または Amazon RDS ター
ゲットデータベースの中間 (ス
テージング) テーブルに移行し
ます。AWS DMS を使用して、
データを CSV ファイルとして 
Amazon S3 バケットにアップ
ロードできます。

このタスクに AWS DMS を使用
する方法については、AWS DMS 
ドキュメントの「Oracle デー
タベースをソースとして使用す
る」および「PostgreSQL データ
ベースをターゲットとして使用
する」を参照してください。

このタスクに Amazon S3 を使用
する方法については、AWS DMS 
ドキュメントの「Amazon S3 を
ターゲットとして使用する」を
参照してください。

移行エンジニア、DBA

ターゲットの PostgreSQL テー
ブルを検証します。

ターゲットデータベースで次の
クエリを使用して、ヘッダーを
含むターゲットデータをソース
データに対して検証します。

SELECT * FROM clobdata_pg;

デベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
SELECT * FROM 
 clobdatatarget;

結果をソースデータベースのク
エリ結果 (最初のステップから) 
と比較します。

CLOB データを別々の行に分割
します。

「追加情報 (p. 1668)」セクショ
ンに記載されているカスタム 
PostgreSQL コードを実行し
て、CLOB データを分割し、
ターゲット PostgreSQL テーブ
ルの別々の行に挿入します。

デベロッパー

データを検証します。

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットテーブルのデータを
検証します。

次のクエリを使用して、ター
ゲットテーブルに挿入された
データを検証します。

SELECT * FROM clobdata_pg;
SELECT * FROM 
 clobdatatarget;

デベロッパー

関連リソース
• CLOB データ型 (オラクル社のドキュメント)
• データタイプ (PostgreSQL ドキュメンテーション)

追加情報
CLOB データを分割するための PostgreSQL 関数

do
$$
declare
totalstr varchar;
str1 varchar;
str2 varchar;
pos1 integer := 1;
pos2 integer ;
len integer;

begin 
        select rawdata||chr(10) into totalstr from clobdata_pg; 
        len :=  length(totalstr) ; 
        raise notice 'Total length : %',len; 
        raise notice 'totalstr : %',totalstr; 
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        raise notice 'Before while loop'; 

        while pos1 < len  loop 

                  select position (chr(10) in totalstr) into pos2; 
                 raise notice '1st position of new line : %',pos2; 

                str1 := substring (totalstr,pos1,pos2-1); 
                raise notice 'str1 : %',str1; 

                   insert into clobdatatarget(data) values (str1); 
                   totalstr := substring(totalstr,pos2+1,len); 
                   raise notice 'new totalstr :%',totalstr; 
                len :=  length(totalstr) ; 

        end loop;
end
$$
LANGUAGE 'plpgsql' ;

入力と出力の例

データを移行する前に、次の例を使用して PostgreSQL コードを試すことができます。

3 行の入力を含む Oracle データベースを作成します。

CREATE TABLE clobdata_or (
id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
rawdata clob  );

insert into clobdata_or(rawdata) values (to_clob('test line 1') || chr(10) || to_clob('test 
 line 2') || chr(10) || to_clob('test line 3') || chr(10));
COMMIT;

SELECT * FROM clobdata_or;

これにより、以下の出力が表示されます。

id ローデータ

1 テストライン 1 テストライン 2 テストライン 3

ソースデータを PostgreSQL ステージングテーブル (clobdata_pg) にロードして処理します。

SELECT * FROM clobdata_pg;

CREATE TEMP TABLE clobdatatarget (id1 SERIAL,data VARCHAR );

<Run the code in the additional information section.>

SELECT * FROM clobdatatarget; 
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これにより、以下の出力が表示されます。

id1 データ

1 テストライン 1

2 テストライン 2

3 テストライン 3

データベースリンク経由で Oracle データポンプを
直接インポートして、オンプレミスの Oracle データ
ベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。
作成者:リズワン・ワンデ (AWS)

環境:プロダクション ソース:オンプレミスの Oracle 
データベース

対象:Amazon RDS for Oracle

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オラクル テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行す
る方法には、多数のパターンがあります。Oracle Data Pump は Oracle のネイティブユーティリティで
あり、大規模な Oracle ワークロードを移行する場合に推奨される方法です。これらのパターンには、通
常、アプリケーションスキーマまたはテーブルをダンプファイルにエクスポートし、ダンプファイルを 
Amazon RDS for Oracle のデータベースディレクトリに転送してから、ダンプファイルからアプリケー
ションスキーマとデータをインポートすることが含まれます。

この方法を使用すると、データのサイズや Amazon RDS インスタンスにダンプファイルを転送するのに
かかる時間によっては、移行に時間がかかる場合があります。さらに、ダンプファイルは Amazon RDS 
インスタンスの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにあります。このボリュームは、
データベースとダンプファイルを保存するのに十分な大きさでなければなりません。インポート後にダン
プファイルを削除すると、空き領域は取り戻せないため、未使用領域については引き続き支払いを行いま
す。

このパターンは、データベースリンク経由で Oracle Data Pump API (DBMS_DATAPUMP) を使用して 
Amazon RDS インスタンスに直接インポートすることで、これらの問題を軽減します。このパターンによ
り、ソースデータベースとターゲットデータベース間のエクスポートとインポートの同時を開始します。
このパターンでは、ダンプファイルがボリューム上に作成または保存されないため、ダンプファイル用に 
EBS ボリュームのサイズを設定する必要はありません。このアプローチにより、未使用のディスク容量の
月額コストを節約できます。

前提条件と制限
前提条件

• 有効なAmazon Web Services (AWS) アカウントです。
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• Amazon RDS インスタンスのネットワークインフラストラクチャを提供するために、少なくとも 2 つの
アベイラビリティーゾーンにまたがるプライベートサブネットで構成された仮想プライベートクラウド 
(VPC)。

• オンプレミスデータセンターの Oracle データベースです。
• 1 つのアベイラビリティーゾーンにある既存の 1 つのアベイラビリティーゾーンを使用すると、移行中

の書き込みパフォーマンスが向上します。マルチ AZ 配置は、カットオーバーの 24 ～ 48 時間前に有効
化できます。

• Amazon ダイレクトConnect クト (大規模なデータベースに推奨)。
• Amazon RDS インスタンスからオンプレミスの Oracle データベースへのインバウンド接続を許可する

ようにオンプレミスで設定されたネットワーク接続とファイアウォールのルール。

機能制限

• Amazon RDS for Oracle のデータベースサイズ制限は 64 TiB です (2022 年 12 月現在)。

製品バージョン

• ソースデータベース:Oracle データベースバージョン 10g リリース 1 以降
• ターゲットデータベース:Amazon RDS でサポートされているバージョンとエディションの最新リストに

ついては、AWS ドキュメントの「Amazon RDS for Oracle」を参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスまたはクラウドの自己管理型Oracleデータベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for Oracle

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、シングル AZ 環境でオンプレミスの Oracle データベースから Amazon RDS for Oracle に移行す
るためのアーキテクチャを示しています。矢印の方向は、アーキテクチャ内のデータフローを示していま
す。この図には、どのコンポーネントが接続を開始しているのかは示されていません。

1. Amazon RDS for Oracle インスタンスは、オンプレミスのソース Oracle データベースに接続し、デー
タベースリンクを介してフルロード移行を実行します。

2. AWS DMS はオンプレミスのソース Oracle データベースに接続し、変更データキャプチャ (CDC) を使
用して継続的なレプリケーションを実行します。

3. CDC の変更は、Amazon RDS for Oracle のデータベースに適用されます。

Tools
AWS サービス

• AWS Database Migration Service (AWS) を使用して、AWS クラウドに、またはクラウドセットアッ
プとオンプレミスセットアップの組み合わせの間にデータストアを移行できます。このパターンで
は、CDC と [データ変更のみの複製] 設定を使用します。
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• AWS Direct Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect 
Connect Connect Connect この接続により、ネットワークパスのインターネットサービスプロバイダー
をバイパスして、パブリックAWS のインターネットサービスへの仮想インターフェイスを直接作成でき
ます。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデー
タベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。

その他のツール

• Oracle Data Pumpを使用すると、データやメタデータをあるデータベースから別のデータベースに高速
に移動できます。

• Oracle インスタントクライアントや SQL Developer などのクライアントツールを使用して、データベー
スに SQL クエリを接続して実行します。

ベストプラクティス
Amazon Direct Connect はオンプレミスネットワークと AWS 間で専用のプライベートネットワーク接続
を使用しますが、転送中のデータのセキュリティとデータの暗号化を強化するには、次のオプションを検
討してください。

• Amazon Site-to-Site VPN または IPsec 接続を使用した仮想プライベートネットワーク (VPN) を使用し
て、オンプレミスのネットワークから AWS ネットワークへの IPSec 接続を使用します

• オンプレミスの Oracle データベースで設定された Oracle データベースネイティブネットワーク暗号化
• TLS による暗号化

叙事詩
オンプレミスのソース Oracle データベースを準備する

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットデータベースから移
行元のデータベースへのネット
ワーク接続を設定します。

ターゲット Amazon RDS インス
タンスからオンプレミスのソー
ス Oracle データベースへの受信
接続を許可するように、オンプ
レミスネットワークとファイア
ウォールを設定します。

ネットワーク管理者、セキュリ
ティエンジニア

適切な権限を持つデータベース
ユーザーを作成します。

Oracle Data Pump を使用して
ソースとターゲットの間でデー
タを移行する権限を持つデータ
ベースユーザーをオンプレミス
のソース Oracle データベースに
作成します。

GRANT CONNECT to 
 <migration_user>;
GRANT 
 DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE 
 to <migration_user>;
GRANT SELECT ANY TABLE to 
 <migration_user>;

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS CDC 移行用のオンプ
レミスソースデータベースを準
備します。

(オプション) Oracle Data Pump 
フルロードが完了したら、オン
プレミスのソース Oracle データ
ベースを AWS DMS CDC 移行用
に準備します。

1. Oracle データポンプの移行中
に FLASHBACK を管理するた
めに必要な追加権限を設定し
ます。

GRANT FLASHBACK ANY TABLE 
 to <migration_user>;
GRANT FLASHBACK 
 ARCHIVE ADMINISTER to 
 <migration_user>;

2. AWS DMS のセルフマネージ
ド Oracle ソースに必要なユー
ザーアカウント権限を設定す
るには、AWS DMS のドキュ
メントを参照してください。

3. AWS DMS を使用して CDC 
用の自己管理ソースデータ
ベースを準備するには、AWS 
DMS ドキュメントを参照して
ください。

DBA

SQL Developer をインストール
して設定します。

SQL Developer をインストール
して構成し、ソースデータベー
スとターゲットデータベースに
接続して SQL クエリを実行しま
す。

DBA、マイグレーションエンジ
ニア

テーブルスペースを作成するス
クリプトを生成します。

次の SQL クエリの例を使用し
て、ソースデータベースにスク
リプトを生成します。

SELECT  
     'CREATE TABLESPACE 
 '   tablespace_name    ' 
 DATAFILE SIZE 1G AUTOEXTEND 
 ON MAXSIZE UNLIMITED;'  
     from dba_tablespaces  
     where tablespace_name 
 not in ('SYSTEM', 
 'SYSAUX','TEMP','UNDOTBS1')  
     order by 1;

スクリプトは、ターゲットデー
タベースに適用されます。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

ユーザー、プロファイル、ロー
ル、権限を作成するスクリプト
を生成します。

データベース・ユーザー、プロ
ファイル、ロールおよび権限を
作成するスクリプトを生成する
には、OracleSupport ・ドキュ
メント「dbms_metadata.get_ddl
を使用して権限とロールを含
むユーザーのDDLを抽出する方
法」（文書ID 2739952.1）のス
クリプトを使用します。

スクリプトは、ターゲットデー
タベースに適用されます。

DBA

ターゲットの Amazon RDS for Oracインスタンス用を準備します

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースへのデータ
ベースリンクを作成し、接続を
確認します。

オンプレミスのソースデータ
ベースへのデータベースリンク
を作成するには、次のコマンド
例を使用できます。

CREATE DATABASE LINK 
 link2src 
  CONNECT TO 
 <migration_user_account> 
 IDENTIFIED BY <password> 
  USING 
 '(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)
(HOST=<dns or ip address of 
 remote db>) 
         
 (PORT=<listener port>))
(CONNECT_DATA=(SID=<remote 
 SID>)))';

接続を確認するには、以下の 
SQL コマンドを実行します。

select * from dual@link2src;

応答がであれば、接続は成功で
すX。

DBA

スクリプトを実行してターゲッ
トインスタンスを準備します。

以前に生成されたスクリプトを
実行して、ターゲットの Amazon 
RDS for Oracle インスタンスを
準備します。

1. テーブルスペース
2. プロファイル
3. ロール

DBA、マイグレーションエンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル
これにより、Oracle Data Pump 
マイグレーションでスキーマと
そのオブジェクトを確実に作成
できるようになります。

データベースリンク経由で Oracle Data Pump Import を使用してフルロード移行を実行する

タスク 説明 必要なスキル

必要なスキーマを移行します。 必要なスキーマをソースのオン
プレミスデータベースからター
ゲット Amazon RDS インスタン
スに移行するには、追加情報セ
クションのコードを使用してく
ださい。

• 1 つのスキーマを移行するに
は、追加情報セクションから
コード 1 を実行します。

• 複数のスキーマを移行するに
は、追加情報セクションから
コード 2 を実行します。

移行のパフォーマンスを調整
するには、次のコマンドを実行
parallel プロセスの数を調整でき
ます。

DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL 
 (handle => v_hdnl, degree 
 => 4);

DBA

パフォーマンスを向上させるた
めのスキーマの統計を収集しま
す。

「スキーマ統計の収集」コマン
ドは、データベースオブジェク
トについて収集された Oracle ク
エリオプティマイザ統計を返し
ます。この情報を使用して、オ
プティマイザーはこれらのオブ
ジェクトに対するクエリに最適
な実行プランを選択できます。

EXECUTE 
 DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(ownname 
 => '<schema_name>');

DBA
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Oracle データポンプと AWS DMS を使用してフルロード移行と CDC レプリケーションを実行す
る

タスク 説明 必要なスキル

ソースオンプレミスの Oracle 
データベースに SCN をキャプ
チャします。

ソースのオンプレミス Oracle
データベースでシステム変更番
号 (SCN) を取得します。SCN 
は、フルロードインポートと 
CDC レプリケーションの開始点
として使用します。

ソースデータベースで現在の 
SCN を生成するには、以下の 
SQL ステートメントを実行しま
す。

SELECT current_scn FROM V
$DATABASE;

DBA

スキーマの全負荷移行を実行し
ます。

必要なスキーマ (FULL LOAD) 
をソースのオンプレミスデータ
ベースからターゲット Amazon 
RDS インスタンスに移行するに
は、以下を実行します。

• 1 つのスキーマを移行するに
は、追加情報セクションから
コード 3 を実行します。

• 複数のスキーマを移行するに
は、追加情報セクションから
コード 4 を実行します。

コード内で、ソースデー
タベースから取得した 
SCN<CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>
に置き換えます。

   
 DBMS_DATAPUMP.SET_PARAMETER 
 (handle => v_hdnl, name => 
 'FLASHBACK_SCN', value => 
 <CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>);

移行のパフォーマンスを調整す
るには、parallel プロセスの数を
調整できます。

DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL 
 (handle => v_hdnl, degree 
 => 4);

DBA

移行したスキーマのトリガーを
無効にします。

AWS DMS CDC 専用タスクを開
始する前に、TRIGGERS移行した
スキーマでを無効にします。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

パフォーマンスを向上させるた
めのスキーマの統計を収集しま
す。

「スキーマ統計の収集」コマン
ドは、データベースオブジェク
トについて収集された Oracle ク
エリオプティマイザ統計を返し
ます。この情報を使用して、オ
プティマイザーはこれらのオブ
ジェクトに対するクエリに最適
な実行プランを選択できます。

EXECUTE 
 DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(ownname 
 => '<schema_name>');

DBA

AWS DMS を使用して、ソース
からターゲットへの継続的なレ
プリケーションを実行します。

AWS DMS を使用して、ソース 
Oracle データベースからター
ゲット Amazon RDS for Oracle 
インスタンスへの継続的なレプ
リケーションを実行します。

詳細については、「AWS DMS
を使用して継続的なレプリケー
ションを行うためのタスクの作
成」とブログ記事「AWS DMS
のネイティブ CDC サポートを利
用する方法」を参照してくださ
い。

DBA、マイグレーションエンジ
ニア

Amazon RDS for Oracle

タスク 説明 必要なスキル

カットオーバーの 48 時間前にイ
ンスタンスでマルチ AZ を有効に
します。

これが本番インスタンスの場合
は、Amazon RDS インスタンス
でマルチ AZ 配置を有効にして、
高可用性 (HA) とディザスタリカ
バリ (DR) のメリットを得ること
をお勧めします。

DBA、マイグレーションエンジ
ニア

AWS DMS CDC 専用タスクを停
止します (CDC がオンになって
いる場合)。

1. AWS DMS タスクの Amazon 
CloudWatch メトリクスのソー
スレイテンシーとターゲット
レイテンシーが 0 秒であるこ
とを確認します。

2. AWS DMS CDC 専用タスクを
停止します。

DBA

トリガーを有効にします。 CDC タスクが作成される前に無
効にしたトリガーを有効にしま
す。

DBA
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関連リソース
AWS

• AWS DMS を使用して CDC 用の自己管理ソースデータベースの準備
• AWS DMS を使用して継続的なレプリケーションを行うためのタスクの作成
• 高可用性を重視したマルチチチチチ
• AWS DMS のネイティブ CDC サポートを利用する方法 (ブログ投稿)

オラクルのドキュメンテーション

• DATAPUMP

追加情報
コード 1: フルロード移行のみ、単一アプリケーションスキーマ

DECLARE   
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN   
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA', remote_link 
 => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);   
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);   
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdnl,'SCHEMA_EXPR','IN (''<schema_name>'')');  -- To 
 migrate one selected schema 
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')'); -- To 
 prevent gathering Statistics during the import 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel 
 processes performing export and import 
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/

コード 2: フルロード移行のみ、複数のアプリケーションスキーマ

DECLARE  
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN   
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA', remote_link 
 => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);   
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);   
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'SCHEMA_LIST', '''<SCHEMA_1>'',''<SCHEMA_2>'', 
 ''<SCHEMA_3>'''); -- To migrate multiple schemas 
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')'); -- 
 To prevent gathering Statistics during the import 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel 
 processes performing export and import 
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/ 

コード 3: CDC 専用タスク前の全負荷移行、単一アプリケーションスキーマ

DECLARE   
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    v_hdnl NUMBER;
BEGIN   
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA', remote_link 
 => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);   
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);   
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdnl,'SCHEMA_EXPR','IN (''<schema_name>'')');  -- To 
 migrate one selected schema 
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')'); -- 
 To prevent gathering Statistics during the import 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARAMETER (handle => v_hdnl, name => 'FLASHBACK_SCN', value => 
 <CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>); -- SCN required for AWS DMS CDC only task. 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel 
 processes performing export and import 
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/

コード 4: CDC 専用タスク前の全負荷移行、複数のアプリケーションスキーマ

DECLARE   
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN   
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN (operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA', remote_link 
 => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);   
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE (handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);   
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'SCHEMA_LIST', '''<SCHEMA_1>'',''<SCHEMA_2>'', 
 ''<SCHEMA_3>'''); -- To migrate multiple schemas 
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')'); -- 
 To prevent gathering Statistics during the import 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARAMETER (handle => v_hdnl, name => 'FLASHBACK_SCN', value => 
 <CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>); -- SCN required for AWS DMS CDC only task. 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel 
 processes performing export and import 
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/ 

混合移行アプローチの方がうまくいくシナリオ

ソースデータベースに数百万行と非常に大きな LOBSEGMENT 列があるテーブルがソースデータベースに
含まれているというまれなシナリオでは、このパターンによって移行が遅くなります。Oracle は LOB セ
グメントをネットワークリンク経由で 1 つずつ移行します。ソーステーブルから (LOB 列データとともに) 
1 行を抽出し、その行をターゲットテーブルに挿入し、すべての行が移行されるまでこのプロセスを繰り
返します。データベース・リンク経由のOracle Data Pumpは、LobSegmentsの一括ロードまたはダイレク
ト・パス・ロード・メカニズムをサポートしていません。

このような場合は、以下を推奨します。

• 次のメタデータフィルターを追加して、Oracle Data Pump の移行中に特定されたテーブルをスキップし
ます。

dbms_datapump.metadata_filter(handle =>h1, name=>'NAME_EXPR', value => 'NOT IN 
 (''TABLE_1'',''TABLE_2'')');

• AWS DMS タスク (フルロード移行、必要に応じて CDC レプリケーション) を使用して、特定された
テーブルを移行します。AWS DMS はソース Oracle データベースから複数の行を抽出し、それらをバッ
チでターゲット Amazon RDS インスタンスに挿入します。これにより、パフォーマンスが向上します。
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オラクル E ビジネススイートを Amazon RDS カスタ
ムに移行
サイモン・カニンガム (AWS)、ニティン・サクセナ (AWS)、ヴィシュヌ・ヴィンナコタ (AWS) が作成

環境:プロダクション ソース:Amazon EC2 またはオン
プレミス

ターゲット:アマゾン RDS カスタ
ム

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オラクル テクノロジー:移行、データベー
ス、インフラストラクチャ

AWS サービス:Amazon 
EFS、Amazon RDS、AWS 
Secrets Manager

概要
Oracle E-Business Suiteは、財務、人事、サプライチェーン、製造などの企業全体のプロセスを自動化す
るためのエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）ソリューションです。クライアント、ア
プリケーション、データベースの 3 階層のアーキテクチャがあります。以前は、Oracle Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) データベースを実行する必要がありましたが、Amazon Relational Database 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行する必要がありましたが、Amazon Relational Database 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行する必要がありましたが、Amazon Relational Database 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行する必要がありましたが、Amazon Relational Database Cloud 
(Amazon EC   

Amazon RDS Custom for Oracle は、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのアク
セスを必要とするレガシー、カスタム、およびパッケージアプリケーション向けのマネージドデータベー
スサービスです。データベース管理のタスクとオペレーションを自動化し、データベース管理者として
データベース環境とオペレーティングシステムへのアクセスおよびカスタマイズを可能にします。Oracle 
データベースを Amazon RDS Custom に移行すると、バックアップタスクや高可用性の確保などの面倒な
作業はAmazon Web Services (AWS) が行い、お客様は Oracle E-Business Suite のアプリケーションと機
能のメンテナンスに集中できます。移行時に考慮すべき主な要素については、AWS Prescriptive Guidance 
の「Oracle データベース移行戦略」を参照してください。

このパターンでは、Oracle Recovery Manager (RMAN) バックアップと EC2 インスタンスと Amazon 
RDS カスタム間の Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 共有ファイルシステムを使用して Amazon
EC2 上のスタンドアロンの Oracle データベースを Amazon RDS カスタムに移行する手順に焦点を当てて
います。このパターンでは、RMANフルバックアップ（レベル0バックアップと呼ばれることもあります）
を使用します。 簡単にするために、コールドバックアップを使用します。コールドバックアップでは、ア
プリケーションはシャットダウンされ、データベースはマウントされ、開かれません。(バックアップには 
Oracle Data Guard または RMAN の複製を使用することもできます。 ただし、このパターンではこれらの
オプションは対象外です。)

高可用性と災害復旧を実現する Oracle E-Business Suite on AWS の設計については、「アクティブスタン
バイデータベースを使用して Amazon RDS Custom で Oracle E-Business Suite の HA/DR アーキテクチャ
をセットアップする」というパターンを参照してください。

注:このパターンは Oracle サポートノートへのリンクを提供します。これらのドキュメントにアクセスす
るには、Oracle Support アカウントが必要です。

前提条件と制限
前提条件
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• Oracle Linux 7 または Red Hat Enterprise Linux (RHEL) バージョン 7.x を搭載した Amazon EC2 で実行
されている Oracle バージョン 12.1.0.2 または 19c (最低 19.3) のソースデータベース。このパターンで
は、ソースデータベース名がで、Oracle 19cVIS の追加のコンテナデータベース名がであることを前提
としていますがVISCDB、他の名前も使用できます。

注:このパターンは、オンプレミスネットワークと Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC)
の間に適切なネットワーク接続がある限り、オンプレミスの Oracle ソースデータベースでも使用できま
す。

• Oracle E-Business Suite バージョン 12.2.11 アプリケーション (ビジョンインスタンス)。
• 単一のOracle E-Business Suiteアプリケーション階層。ただし、このパターンは、複数のアプリケー

ション層で動作するように調整できます。
• Oracle 12.1.0.2 では、Amazon RDS Custom で 16 GB 以上のスワップスペースが設定されています。

そうしないと、12c サンプル CD に警告が表示されます。(このドキュメントで後述するように、Oracle 
19c にはサンプル CD は必要ありません。)

移行を開始する前に、以下のステップを完了します。

1. Amazon RDS コンソールで、データベース名VIS (またはソースデータベース名) を使用して Oracle 
DB インスタンス用 Amazon RDS カスタムを作成します。手順については、AWS ドキュメントの
「Amazon RDS カスタムの使用」および「Oracle 用 Amazon RDS カスタム — データベース環境にお
ける新しいコントロール機能」ブログ投稿を参照してください。これにより、データベース名がソース
データベースと同じ名前に設定されます。(空白のままにすると、EC2 インスタンスとデータベース名
はに設定されます)ORCL。 少なくとも、ソースに適用されたパッチを使用してカスタムエンジンバー
ジョン (CEV) を作成してください。詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「CEV の作成準
備」を参照してください。

注:現在、Oracle 19c の場合、Amazon RDSRDSCDB コンテナデータベースは変更されており、変更する
ことはできません。

2. Amazon EC2 ソースデータベースと一致する十分なストレージ、vCPU、メモリで Amazon RDS カスタ
ム DB インスタンスを設定します。 そのためには、vCPU とメモリに基づいて Amazon EC2 インスタ
ンスタイプを照合できます。 

3. Amazon EFS ファイルシステムを作成し、Amazon EC2 および Amazon RDS Custom インスタンス
にマウントします。 手順については、「Oracle 用 Amazon RDS カスタムと Amazon EFS の統合」ブ
ログ投稿を参照してください。このパターンでは、Amazon EFS ボリュームがソース Amazon EC2 と
ターゲットの Amazon RDS カスタム DB インスタンスの両方にマウントされており、ソースとター
ゲットの間でネットワーク接続が可能であることを前提としています。/RMANAmazon FSx または任意
の共有ドライブを使用して同じ方法を使用することもできます。

前提条件

このパターンは、アプリケーションとデータベースが論理ホスト名を使用していることを前提としていま
す。これにより、移行手順の数が減ります。これらの手順は物理ホスト名を使用するように調整できます
が、論理ホスト名を使用すると移行プロセスの複雑さが軽減されます。論理ホスト名を使用する利点につ
いては、次のサポートノートを参照してください。

• 12c については、オラクル・Support・ノート 2246690.1
• 19c については、オラクル・Support・ノート 2617788.1

このパターンは Oracle 12c から 19c へのアップグレードシナリオには適用されず、Amazon EC2 で実行
されている同じバージョンの Oracle データベースを Amazon RDS Custom for Oracle に移行することに重
点を置いています。

Amazon RDS Custom for Oracle は、Oracle ホームのカスタマイズをサポートしています。(オラクル・
ホームには、オラクル・バイナリが保存されます。) /rdsdbbin/oracleのデフォルトパスを、指定
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したパス（など）に変更できます/d01/oracle/VIS/19c。わかりやすくするために、/rdsdbbin/
oracleこのパターンの命令はデフォルトパスを想定しています。

機能制限

このパターンは、以下の機能や構成をサポートしていません。

• ARCHIVE_LAG_TARGETデータベースパラメータを 60 ～ 7200 の範囲外の値に設定する
• DB インスタンスログモードの無効化 (NOARCHIVELOG) 
• EC2EBS-optimized インスタンスの属性をオフにする
• EC2 インスタンスにアタッチされた元の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを変更

する
• 新しい EBS ボリュームを追加するか、gp2ボリュームタイプをからに変更するgp3

• TNS ファイルのSupport
• control_file場所と名前の変更 (必須/rdsdbdata/db/VIS_X/controlfile/control-01.ctl)

これらおよびその他のサポートされていない構成の詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「サ
ポートされていない設定の修正」を参照してください。

製品バージョン

Amazon RDS カスタムでサポートされている Oracle データベースのバージョンとインスタンスクラスに
ついては、「Oracle 用 Amazon RDS カスタムの可用性と要件」を参照してください。

アーキテクチャ
次のアーキテクチャ図は、AWS の 1 つのアベイラビリティーゾーンで実行されている Oracle E-Business 
Suite システムを表しています。アプリケーション層はApplication Load Balancer を介してアクセスさ
れ、アプリケーションとデータベースの両方がプライベートサブネットにあり、Amazon RDS Custom と 
Amazon EC2 データベース層は Amazon EFS 共有ファイルシステムを使用して RMAN バックアップファ
イルを保存およびアクセスします。

Tools
AWS サービス

• Amazon RDS Custom for Oracle は、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのア
クセスを必要とするレガシー、カスタム、およびパッケージアプリケーション向けのマネージドデータ
ベースサービスです。データベース管理のタスクとオペレーションを自動化し、データベース管理者と
してデータベース環境とオペレーティングシステムへのアクセスおよびカスタマイズを可能にします。 

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、シンプルでサーバーレスかつ柔軟なファイルシステ
ムで、管理やプロビジョニングを必要とせずにファイルを追加および削除できます。このパターンで
は、Amazon EFS 共有ファイルシステムを使用して RMAN バックアップファイルを保存し、アクセス
します。

• AWS Secrets Manager は AWS マネージドサービスで、データベース認証情報、API キー、およびその
他の秘密情報を簡単にローテーション、管理、および取得できます。Amazon RDS カスタムは、データ
ベースの作成時にkey pair とデータベースユーザー認証情報を Secrets Manager に保存します。このパ
ターンでは、Secrets Manager からデータベースユーザーパスワードを取得して、RDSADMINADMINお
よびユーザーを作成し、sysパスワードとシステムパスワードを変更します。

その他のツール
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• RMANは、Oracleデータベースのバックアップとリカバリのサポートを提供するツールです。このパ
ターンでは、RMAN を使用して Amazon EC2 上のソース Oracle データベースのコールドバックアップ
を実行し、Amazon RDS カスタムに復元します。

ベストプラクティス
• 論理的なホスト名を使用してください。これにより、実行する必要のあるクローンスクリプトの数が大

幅に減ります。詳細については、「Oracle Support ノート 22460.1」を参照してください。
• Amazon RDS カスタムはデフォルトで Oracle 自動メモリ管理 (AMM) を使用します。 hugemem カーネ

ルを使用する場合は、代わりに自動共有メモリ管理 (ASMM) を使用するように Amazon RDS Custom を
設定できます。

• memory_max_targetこのパラメータはデフォルトで有効のままにします。フレームワークはこれを
バックグラウンドで使用してリードレプリカを作成します。

• Oracle フラッシュバックデータベースを有効にします。この機能は、（スイッチオーバーではなく）
フェールオーバー（スイッチオーバーではない）テストシナリオでスタンバイ状態に戻すのに役立ちま
す。

• データベース初期化パラメータについては、Oracle ソースデータベースの SPFILE を使用する代わ
りに、Oracle E-Business Suite 用の Amazon RDS カスタム DB インスタンスによって提供される標
準 PFILE をカスタマイズします。これは、Amazon RDS Custom でリードレプリカを作成するとき
に、空白やコメントが原因で問題が発生するためです。データベース初期化パラメータの詳細について
は、Oracle Support Note 396009.1 を参照してください。

次のエピックセクションでは、Oracle 12.1.0.2 と 19c について個別に説明していますが、それぞれ詳細が
異なります。

叙事詩
ソースアプリケーションをシャットダウンします

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションをシャットダ
ウンします。

ソースアプリケーションを
シャットダウンするには、次の
コマンドを使用します。 

$ su - applmgr
$ cd $INST_TOP/admin/scripts
$ ./adstpall.sh apps/
<password>

DBA

.zip ファイルを作成します。 appsutil.zipソースアプリ
ケーション層でファイルを作成
します。このファイルを使用し
て、後で Amazon RDS カスタム
データベースノードを設定しま
す。

$ perl $AD_TOP/bin/
admkappsutil.pl

DBA

.zip ファイルを Amazon EFS に
コピーします。

appsutil.zip$INST_TOP/
admin/outから共有の Amazon 

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
EFS ボリューム (/RMAN/
appsutil) にコピーします。
セキュアコピー (SCP) またはそ
の他の転送メカニズムを使用し
て、ファイルを手動で転送でき
ます。

ソースデータベースを事前にクローンします

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EC2 のデータベース層
を事前に複製します。

Oracle ユーザーとしてログイン
し、以下を実行します。

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
scripts/$CONTEXT_NAME
$ perl adpreclone.pl dbTier

生成されたログファイルを
チェックして、操作が正常に完
了したことを確認します。

DBA

appsutil.zip を、Amazon EFS 
ファイルシステムにコピーしま
す。

tar バックアップを作成し、共有 
Amazon EFS$ORACLE_HOME/
appsutil ファイルシステム
にコピーします (例:/RMAN/
appsutil)。

$ cd $ORACLE_HOME
$ tar cvf sourceappsutil.tar 
 appsutil
$ cp sourceappsutil.tar /
RMAN/appsutil 

DBA

ソース Amazon EC2 データベースのコールド RMAN フルバックアップを実行する

タスク 説明 必要なスキル

バックアップスクリプトを作成
します。

ソースデータベースの RMAN フ
ルバックアップを共有の Amazon 
EFS ファイルシステムに実行し
ます。

簡単にするために、このパター
ンではコールドRMANバックアッ
プを実行します。ただし、これ
らの手順を変更してOracle Data 
GuardでホットRMANバックアッ
プを実行すると、ダウンタイム
を短縮できます。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
1. ソース Amazon EC2 データ
ベースをマウントモードで起動
します。

$ sqlplus / as sysdba
$ SQL> shutdown immediate
$ SQL> startup mount

2. RMAN バックアップスクリプ
トを作成し (使用している Oracle 
のバージョンに応じて次のいず
れかの例を使用するか、既存の 
RMAN スクリプトのいずれかを
実行します)、(/RMANこの例で
は) マウントした Amazon EFS 
ファイルシステムにデータベー
スをバックアップします。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

$ vi FullRMANColdBackup.sh
#!/bin/bash
. /home/oracle/.bash_profile

export ORACLE_SID=VIS
export ORACLE_HOME=/d01/
oracle/VIS/12.1.0
export DATE=$(date +%y-%m-
%d_%H%M%S)

rman target / log=/RMAN/
VISDB_${DATE}.log << EOF
run
{
allocate channel ch1 device 
 type disk format '/RMAN/
visdb_full_bkp_%u';
allocate channel ch2 device 
 type disk format '/RMAN/
visdb_full_bkp_%u';
crosscheck backup;
delete noprompt obsolete;
BACKUP AS COMPRESSED 
 BACKUPSET DATABASE PLUS 
 ARCHIVELOG;
backup archivelog all;
release channel ch1;
release channel ch2;
}
EOF

オラクル 19c の場合:

$ vi FullRMANColdBackup.sh
#!/bin/bash
. /home/oracle/.bash_profile

export ORACLE_SID=VISCDB
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タスク 説明 必要なスキル
export ORACLE_HOME=/d01/
oracle/VIS/19c
export DATE=$(date +%y-%m-
%d_%H%M%S)

rman target / log=/RMAN/
VISDB_${DATE}.log << EOF
run
{
allocate channel ch1 device 
 type disk format '/RMAN/
visdb_full_bkp_%u';
allocate channel ch2 device 
 type disk format '/RMAN/
visdb_full_bkp_%u';
crosscheck backup;
delete noprompt obsolete;
BACKUP AS COMPRESSED 
 BACKUPSET DATABASE PLUS 
 ARCHIVELOG;
backup archivelog all;
backup current controlfile 
 format '/RMAN/cntrl.bak';
release channel ch1;
release channel ch2;
}
EOF

バックアップスクリプトを実行
します。

権限を変更し、Oracle ユーザー
としてログインして、スクリプ
トを実行します。

$  chmod 755 
 FullRMANColdBackup.sh
$ ./FullRMANColdBackup.sh

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

エラーをチェックし、バック
アップファイルの名前をメモし
ます。

RMAN ログファイルにエラーが
ないかどうかを確認します。す
べて問題なければ、制御ファイ
ルのバックアップを一覧表示し
ます。出力ファイルの名前をメ
モします。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

RMAN> connect target / 
  
RMAN> list backup of 
 controlfile; 
  
BS Key   Type LV Size      
  Device Type Elapsed Time 
 Completion Time
------- ---- -- ---------- 
 ----------- ------------ 
 ---------------
9        Full    1.11M     
  DISK        00:00:04     
 23-APR-22       
         BP Key: 9   Status: 
 AVAILABLE  Compressed: YES  
 Tag: TAG20220423T121011 
         Piece Name: /RMAN/
visdb_full_bkp_100rlsbt 
  Control File Included: Ckp 
 SCN: 12204595396727    Ckp 
 time: 23-APR-22

バックアップファ
イルは、/RMAN/
visdb_full_bkp_100rlsbt後
で Amazon RDS Custom でデー
タベースを復元するときに使用
します。

オラクル 19c の場合:

RMAN> connect target / 
  
RMAN> list backup of 
 controlfile;

BS Key  Type LV Size      
  Device Type Elapsed Time 
 Completion Time
------- ---- -- ---------- 
 ----------- ------------ 
 ---------------
38      Full    17.92M    
  DISK        00:00:01     
 25-NOV-22       
        BP Key: 38   Status: 
 AVAILABLE  Compressed: NO  
 Tag: TAG20221125T095014 
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タスク 説明 必要なスキル
        Piece Name: /RMAN/
cntrl.bak 
  Control File Included: Ckp 
 SCN: 12204620188873   Ckp 
 time: 23-NOV-22

バックアップファイルは、/
RMAN/cntrl.bak後で Amazon 
RDS Custom でデータベースを
復元するときに使用します。

ターゲット Amazon RDS カスタムデータベースを設定します

タスク 説明 必要なスキル

hosts ファイルを変更し、ホスト
名を設定します。

注:このセクションのコマンドは 
root ユーザーとして実行する必
要があります。

1. Amazon RDS Custom DB/
etc/hosts インスタンスのファ
イルを編集します。これを行う
簡単な方法は、ソース Amazon 
EC2 データベースホストファ
イルからデータベースとアプリ
ケーションホストのエントリを
コピーすることです。

<IP-address> OEBS-
app01.localdomain OEBS-app01 
 OEBS-app01log.localdomain 
 OEBS-app01log
<IP-address> OEBS-
db01.localdomain  OEBS-db01 
 OEBS-db01log.localdomain 
 OEBS-db01log

<IP-address>はデータ
ベースノードの IP アドレス
で、Amazon RDS カスタム IP ア
ドレスに置き換える必要があり
ます。論理ホスト名にはが付加
されます*log。

2. hostnamectl次のコマンドを
実行して、データベースのホス
ト名を変更します。 

$ sudo hostnamectl 
 set-hostname --static 
 persistent-hostname

例:
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タスク 説明 必要なスキル

$ sudo hostnamectl set-
hostname --static OEBS-
db01log

詳細については、静的ホスト名
の割り当てに関するナレッジセ
ンターの記事を参照してくださ
い。

3. Amazon RDS Custom DB イン
スタンスを再起動します。 デー
タベースは後のステップで削
除するので、データベースを
シャットダウンする心配はあり
ません。

$ reboot

4. Amazon RDS カスタム DB イ
ンスタンスが復旧したら、ログ
インしてホスト名が変更された
ことを確認します。 

$ hostname
oebs-db01

Oracle E-ビジネススイートソ
フトウェアをインストールしま
す。

Oracle E-Business Suite 推奨 
RPM を Amazon RDS カスタム 
DB インスタンスの Oracle ホー
ムロケーションにインストール
します。詳細については、Oracle 
Support ノート #1330701 .1 を
参照してください。以下に、リ
ストの一部を示します。RPM リ
ストはリリースごとに変わるた
め、必要な RPM がすべてインス
トールされていることを確認し
てください。

root ユーザーとして、以下を実
行します。

$ yum install -y elfutils-
libelf-devel*
$ yum install -y 
 libXp-1.0.2-2.1*.i686
$ yum install -y yum install 
 libXp-1.0.2-2.1*
$ yum install -y compat-
libstdc++-*

次のステップに進む前に、必要
なパッチがすべてインストール
されていることを確認します。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

VNC サーバーをインストールし
ます。

注:Oracle 19c では、サンプル 
CD が不要になったため、この
手順は省略できます。Oracle 
Support ノート 2782085.1 を参
照してください。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

VNC サーバーとそれに依存する
デスクトップパッケージをイン
ストールします。これは、次の
ステップで 12c Examples CD を
インストールするための要件で
す。

1. root ユーザーとして、以下を
実行します。

$ yum install -y tigervnc-
server
$ yum install -y *kde*
$ yum install -y *xorg*

2. rdsdbユーザーの VNC サー
バーを起動し、VNC のパスワー
ドを設定します。

$ su - rdsdb
$ vncserver :1
$ vncpassword
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タスク 説明 必要なスキル

12c サンプル CD をインストール
します。

注:Oracle 19c では、サンプル 
CD が不要になったため、この
手順は省略できます。Oracle 
Support ノート 2782085.1 を参
照してください。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

1. https://edelivery.oracle.com/
からインストールファイルを
ダウンロードします。 Oracle 
E-Business Suite 12.2.11 — 
Oracle Database 12c Release 
1 (12.1.0.2) については、Linux 
x86-64 V100102-01.zip の例を探
してください。

2. Examples CD を保存するディ
レクトリを作成します。

$ mkdir /RMAN/12cexamples

3. 選択した転送メカニズム (SCP 
など) を使用して、Examples CD 
の.zip ファイルをこのディレクト
リにコピーします。

V100102-01.zip 

4. rdsdb所有権を次のように変
更:

$ chown -R rdsdb:rdsdb /
RMAN/12cexamples

5. rdsdbユーザーとして、ファ
イルを解凍します。

$ unzip V10010201.zip 

6. VNC クライアントと Amazon 
RDS カスタムにアクセスできる
クライアントからConnect しま
す。VNC へのアクセスを許可す
るために、必要なネットワーク
接続とファイアウォールポート
が開いていることを確認してく
ださい。たとえば、稼働してい
る VNCdisplay :1 サーバー
では、Amazon RDS カスタム 
EC2 ホストに関連付けられてい
るセキュリティグループでポー
ト 5901 を開く必要があります。

DBA

1691

https://edelivery.oracle.com/


AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクル E ビジネススイート

を Amazon RDS カスタムに移行

タスク 説明 必要なスキル
7. Example CD をコピーした
ディレクトリに移動します。

$ cd /RMAN/12cexamples/
examples

8. インストーラーを実行しま
す。 oraInst.locファイルの場
所を確認してください。 

./runInstaller -
invPtrLoc /rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
oraInst.loc

9. Examples CD のインストール
時には、以下のパラメータを使
用してください。 

Skip Software Update 
 Downloads
Select Oracle Home 12.1.0.2
(Oracle Base = /rdsdbbin)
(Software Location 
 = /rdsdbbin/
oracle/12.1.custom.r1.EE.1)

10. インストールプログラムに
は、プロンプト付きの 5 つのス
テップが含まれています。 イン
ストールが完了するまで手順に
従ってください。 

スターターデータベースを削除し、データベースファイルを保存するディレクトリを作成しま
す。

タスク 説明 必要なスキル

オートメーションモードを一時
停止します。

自動化が RMAN アクティビティ
を妨げないように、次のステッ
プに進む前に Amazon RDS カス
タム DB インスタンスの自動化
モードを一時停止する必要があ
ります。

次の AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) コマンドを
使用して、自動化を一時停止し
ます。(最初に AWS CLI を設定
したことを確認してください)。

aws rds modify-db-instance \
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タスク 説明 必要なスキル
--db-instance-identifier VIS 
 \
--automation-mode all-paused 
 \
--resume-full-automation-
mode-minute 360 \
--region eu-west-1

一時停止時間を指定するとき
は、RMANリストアのために十分
な時間を空けてください。これ
はソースデータベースのサイズ
によって異なるため、360の値を
適宜変更してください。

スターターデータベースを削除
します。

既存の Amazon RDS カスタム
データベースを削除します。 

Oracle ホームユーザーとして、
次のコマンドを実行します。
(カスタマイズしていない限
りrdsdb、既定のユーザーはで
す)。

$ sqlplus / as sysdba
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup nomount 
 restrict;
SQL> alter database mount;
SQL> drop database;
SQL> exit

DBA

1693



AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクル E ビジネススイート
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タスク 説明 必要なスキル

データベースファイルを保存す
るディレクトリを作成します。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

データベース、制御ファイル、
データファイル、オンラインロ
グ用のディレクトリを作成しま
す。control_files前のコマン
ドのパラメータの親ディレクト
リ (この場合は、VIS_A) を使用
します。次のコマンドを Oracle 
ホームユーザーとして実行しま
す (デフォルトでは、rdsdb)。

$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
VIS_A/controlfile
$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
VIS_A/datafile
$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
VIS_A/onlinelog

オラクル 19c の場合:

データベース、制御ファイル、
データファイル、オンラインロ
グ用のディレクトリを作成しま
す。control_files前のコマ
ンドのパラメータの親ディレク
トリ (この場合は、RDSCDB_A) 
を使用します。次のコマンド
を Oracle ホームユーザーとし
て実行します (デフォルトで
は、rdsdb)。

$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/controlfile
$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/datafile
$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/onlinelog
$ mkdir /rdsdbdata/db/pdb/
RDSCDB_A

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

Oracle E-Business Suiteのパラ
メータ・ファイルを作成および
変更します。

このステップでは、ソースデー
タベースからサーバーパラメー
タファイル (SPFILE) をコピー
しません。代わりに、Amazon 
RDS カスタム DB インスタン
スで作成された標準パラメー
タファイル (PFILE) を使用し
て、Oracle E-Business Suite に
必要なパラメータを追加しま
す。

データベースをドロップす
ると、Amazon RDS オー
トメーションは Amazon 
RDSinit.ora カスタムデー
タベースに関連付けられたファ
イルのバックアップを作成しま
す。oracle_pfileこのファイ
ルは呼び出され、にあります/
rdsdbdata/config。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

1. /rdsdbdata/config/
oracle_pfile を
$ORACLE_HOME にコピーしま
す。

$ cp /rdsdbdata/config/
oracle_pfile $ORACLE_HOME/
dbs/initVIS.ora

2. Amazon RDS Custom 
DBinitVIS.ora インスタン
スのファイルを編集します。
ソースのすべてのパラメータを
検証し、必要に応じてパラメー
タを追加します。詳細について
は、オラクル・Support・ノート 
396009.1 を参照してください。

重要:追加するパラメータにコメ
ントがないことを確認してくだ
さい。コメントがあると、 point-
in-time リードレプリカの作成や
リカバリ (PITR) の発行など、
自動化に関する問題が発生しま
す。

3. 要件に基づい
て、initVIS.ora次のようなパ
ラメータをファイルに追加しま
す。

*.workarea_size_policy='AUTO'

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
*.plsql_code_type='INTERPRETED'
*.cursor_sharing='EXACT'
*._b_tree_bitmap_plans=FALSE
*.session_cached_cursors=500
*.optimizer_adaptive_features=false
*.optimizer_secure_view_merging=false
*.SQL92_SECURITY=TRUE
*.temp_undo_enabled=true
_system_trig_enabled = TRUE
nls_language = american
nls_territory = america
nls_numeric_characters = 
 ".,"
nls_comp = binary
nls_sort = binary
nls_date_format = DD-MON-RR
nls_length_semantics = BYTE
aq_tm_processes = 1
_sort_elimination_cost_ratio 
 =5
_like_with_bind_as_equality 
 = TRUE
_fast_full_scan_enabled = 
 FALSE
_b_tree_bitmap_plans = FALSE
optimizer_secure_view_merging 
 = FALSE
_optimizer_autostats_job = 
 FALSE
parallel_max_servers = 8  
parallel_min_servers = 0
parallel_degree_policy = 
 MANUAL
sec_case_sensitive_logon = 
 FALSE
compatible = 12.1.0
o7_dictionary_accessibility 
 = FALSE
utl_file_dir =/tmp

4. 項目の変更後 値はソースシス
テムによって異なるため、現在
の設定に基づいて修正してくだ
さい。

*.open_cursors=500
*.undo_tablespace='APPS_UNDOTS1

5. SPFILE リファレンスを削除し
ます。

*.spfile='/rdsdbbin/oracle/
dbs/spfileVIS.ora'

注意:

• control_filesおよび 
Amazon RDS カスタム 
PFILE で指定されている
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タスク 説明 必要なスキル
値を変更しないでくださ
いdb_unique_name。Amazon 
RDS ではこれらの値を期待し
ています。これらから逸脱す
ると、future リードレプリカを
作成しようとした場合に問題
が発生します。

• Amazon RDS カスタムは
デフォルトで自動メモリ
管理 (AMM) を使用しま
す。hugemem を使用する場
合は、自動共有メモリ管理 
(ASMM) を使用するように 
Amazon RDS カスタムを設定
できます。 

• memory_max_targetこの
パラメータはデフォルトで有
効のままにします。Amazon 
RDS フレームワークはこれ
をバックグラウンドで使用し
てリードレプリカを作成しま
す。

6. startup nomount次
のコマンドを実行し
て、initVIS.oraファイルに問
題がないことを確認します。

SQL> startup nomount 
 pfile=/rdsdbbin/oracle/dbs/
initVIS.ora;
SQL> create spfile='/
rdsdbdata/admin/VIS/pfile/
spfileVIS.ora' from pfile;
SQL> exit

7. SPFILE のシンボリックリンク
を作成します。

$ ln -s /rdsdbdata/admin/
VIS/pfile/spfileVIS.ora 
 $ORACLE_HOME/dbs/

オラクル 19c の場合:

1. /rdsdbdata/config/
oracle_pfile を
$ORACLE_HOME にコピーしま
す。

$ cp /rdsdbdata/config/
oracle_pfile $ORACLE_HOME/
dbs/initRDSCDB.ora
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タスク 説明 必要なスキル
2. Amazon RDS Custom 
DBinitRDSCDB.ora インスタ
ンスのファイルを編集します。
ソースのすべてのパラメータを
検証し、必要に応じてパラメー
タを追加します。詳細について
は、オラクル・Support・ノート 
396009.1 を参照してください。

重要:追加するパラメータにコ
メントがないことを確認してく
ださい。 コメントがあると、 
point-in-time リードレプリカの
作成やリカバリ (PITR) の発行な
ど、自動化に関する問題が発生
します。

3. 要件に基づい
て、initRDSCDB.ora次のよう
なパラメータをファイルに追加
します。

*.instance_name=VISCDB  
*.sec_case_sensitive_logon= 
 FALSE   
*.result_cache_max_size = 
 600M
*.optimizer_adaptive_plans 
 =TRUE
*.optimizer_adaptive_statistics 
 = FALSE
*.pga_aggregate_limit = 0  
*.temp_undo_enabled = FALSE
*._pdb_name_case_sensitive = 
 TRUE
*.event='10946 trace name 
 context forever, level 
 8454144'  
*.workarea_size_policy='AUTO'
*.plsql_code_type='INTERPRETED'
*.cursor_sharing='EXACT'
*._b_tree_bitmap_plans=FALSE
*.session_cached_cursors=500
*.optimizer_secure_view_merging=false
*.SQL92_SECURITY=TRUE
_system_trig_enabled = TRUE
nls_language = american
nls_territory = america
nls_numeric_characters = 
 ".,"
nls_comp = binary
nls_sort = binary
nls_date_format = DD-MON-RR
nls_length_semantics = BYTE
aq_tm_processes = 1
_sort_elimination_cost_ratio 
 =5
_like_with_bind_as_equality 
 = TRUE
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タスク 説明 必要なスキル
_fast_full_scan_enabled = 
 FALSE
_b_tree_bitmap_plans = FALSE
optimizer_secure_view_merging 
 = FALSE
_optimizer_autostats_job = 
 FALSE
parallel_max_servers = 8  
parallel_min_servers = 0
parallel_degree_policy = 
 MANUAL

4. 項目の変更後 値はソースシス
テムによって異なるため、現在
の設定に基づいて修正してくだ
さい。このステップでは、RMAN
リストアが正常に実行されるよ
うに、VISCDB（RMANバック
アップを発行したソースと一致
するように）db_name一時的
に変更します。後のステップで 
NIDRDSCDB を使用してこれを
元に戻します。コンテナデータ
ベースには名前を付ける必要が
ありますRDSCDB。

*.db_name=VISCDB   
*.open_cursors=500
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'

5. SPFILE リファレンスを削除し
ます。

*.spfile='/rdsdbbin/oracle/
dbs/spfileRDSCDB.ora'

注意:

• control_filesおよび 
Amazon RDS カスタム 
PFILE で指定されている
値を変更しないでくださ
いdb_unique_name。Amazon 
RDS ではこれらの値を期待し
ています。これらから逸脱す
ると、future リードレプリカを
作成しようとした場合に問題
が発生します。

• Amazon RDS カスタムは
デフォルトで自動メモリ
管理 (AMM) を使用しま
す。hugemem を使用する場
合は、自動共有メモリ管理 
(ASMM) を使用するように 
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を Amazon RDS カスタムに移行

タスク 説明 必要なスキル
Amazon RDS カスタムを設定
できます。 

• memory_max_targetこの
パラメータはデフォルトで有
効のままにします。Amazon 
RDS フレームワークはこれ
をバックグラウンドで使用し
てリードレプリカを作成しま
す。

6. startup nomount次
のコマンドを実行し
て、initRDSCDB.oraファイ
ルに問題がないことを確認しま
す。

SQL> startup nomount 
 pfile=/rdsdbbin/oracle/dbs/
initRDSCDB.ora;
SQL> create spfile='/
rdsdbdata/admin/RDSCDB/
pfile/spfileRDSCDB.ora' from 
 pfile;
SQL> exit

7. SPFILE のシンボリックリンク
を作成します。

$ ln -s /rdsdbdata/
admin/RDSCDB/pfile/
spfileRDSCDB.ora 
 $ORACLE_HOME/dbs/
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS Custom データ
ベースを復元します。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

1. 以前にソースでキャプチャし
たバックアップファイルを使用
して、制御ファイルを復元しま
す。

RMAN> connect target /
RMAN> RESTORE 
 CONTROLFILE FROM '/RMAN/
visdb_full_bkp_100rlsbt';

Starting restore at 10-
APR-22
using target database 
 control file instead of 
 recovery catalog
allocated channel: 
 ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=201 
 device type=DISK 
  
channel ORA_DISK_1: 
 restoring control file
channel ORA_DISK_1: restore 
 complete, elapsed time: 
 00:00:01
output file name=/rdsdbdata/
db/VIS_A/controlfile/
control-01.ctl
Finished restore at 10-
APR-22

2. バックアップピースをカ
タログ化して、次のものを発
行できるようにしますRMAN 
restore。

RMAN> alter database mount;
RMAN> catalog start with '/
RMAN/visdb';   

3. データベースを復元するスク
リプトを作成します。

$ vi restore.sh
rman target / log=/home/
rdsdb/rman.log << EOF
run
{
set newname for database 
 to '/rdsdbdata/db/VIS_A/
datafile/%b';
restore database;
switch datafile all;  
switch tempfile all;
}
EOF

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
4. ソースをターゲット Amazon 
RDS カスタムデータベースに復
元します。スクリプトの実行を
許可するようにスクリプトの権
限を変更し、restore.shスク
リプトを実行してデータベース
を復元する必要があります。

$ chmod 755 restore.sh
$ nohup ./restore.sh & 

オラクル 19c の場合:

1. 以前にソースでキャプチャし
たバックアップファイルを使用
して、制御ファイルを復元しま
す。

RMAN> connect target /
RMAN> RESTORE CONTROLFILE 
 FROM '/RMAN/cntrl.bak';
Starting restore at 22-
Nov-22
using target database 
 control file instead of 
 recovery catalog
allocated channel: 
 ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=201 
 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: 
 restoring control file
channel ORA_DISK_1: restore 
 complete, elapsed time: 
 00:00:01
output file name=/rdsdbdata/
db/cdb/RDSCDB_A/controlfile/
control-01.ctl
Finished restore at 27-
Nov-22

2. バックアップピースをカ
タログ化して、次のものを発
行できるようにしますRMAN 
restore。

RMAN> alter database mount;
RMAN> catalog start with '/
RMAN/visdb';   

start withコマンドで問題が
発生した場合は、バックアップ
を個別に追加できます。次に例
を示します。 
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タスク 説明 必要なスキル

RMAN> catalog 
 backuppiece '/RMAN/
visdb_full_bkp_1d1e507m';

次に、バックアップピースごと
にコマンドを繰り返します。

3. データベースを復元するスク
リプトを作成します。要件に基
づいて、プラガブルデータベー
スの名前を変更します。

$ vi restore.sh
rman target / log=/home/
rdsdb/rmancdb.log << EOF
run {
set newname for database 
 to '/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/datafile/%b';
set newname for database 
 root to '/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/datafile/%f_%b';
set newname for database 
 "PDB$SEED" to '/rdsdbdata/
db/cdb/pdbseed/%f_%b';
set newname for pluggable 
 database VIS to '/
rdsdbdata/db/pdb/RDSCDB_A/
%f_%b';
restore database;
switch datafile all;  
switch tempfile all;
}
EOF

4. ソースをターゲット Amazon 
RDS カスタムデータベースに復
元します。スクリプトの実行を
許可するようにスクリプトの権
限を変更し、restore.shスク
リプトを実行してデータベース
を復元する必要があります。

$ chmod 755 restore.sh
$ nohup ./restore.sh & 
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タスク 説明 必要なスキル

ログファイルに問題がないか確
認してください。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

1. rman.logファイルを確認し
て、問題がないことを確認しま
す。

$ cat /home/rdsdb/rman.log

2. 制御ファイルに登録されてい
るログファイルのパスを確認し
ます。

SQL> select member from v
$logfile;
MEMBER
--------------------------------------------------------------------------------
/d01/oracle/VIS/data/
log1.dbf
/d01/oracle/VIS/data/
log2.dbf
/d01/oracle/VIS/data/
log3.dbf

3. ターゲットのファイルパスと
一致するようにログファイルの
名前を変更します。 前のステッ
プで出力されるように、パスを
置き換えます。

SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/data/
log1.dbf' TO '/rdsdbdata/db/
VIS_A/onlinelog/log1.dbf';
SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/data/
log2.dbf' TO '/rdsdbdata/db/
VIS_A/onlinelog/log2.dbf';
SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/data/
log3.dbf' TO '/rdsdbdata/db/
VIS_A/onlinelog/log3.dbf';

オラクル 19c の場合:

1. rmancdb.logファイルを確認
して、問題がないことを確認し
ます。

$ cat /home/rdsdb/
rmancdb.log

2. 制御ファイルに登録されてい
るログファイルのパスを確認し
ます。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

SQL> select member from v
$logfile;
MEMBER
--------------------------------------------------------------------------------
/d01/oracle/VIS/oradata/
VISCDB/redo03.log
/d01/oracle/VIS/oradata/
VISCDB/redo02.log
/d01/oracle/VIS/oradata/
VISCDB/redo01.log

3. ターゲットのファイルパスと
一致するようにログファイルの
名前を変更します。 前のステッ
プで出力されるように、パスを
置き換えます。

SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo01.log' 
 TO '/rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/onlinelog/
log1.dbf';
SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo02.log' 
 TO '/rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/onlinelog/
log2.dbf';
SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo03.log' 
 TO '/rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/onlinelog/
log3.dbf';

4. パス、ログファイルのステー
タス、制御ファイルに登録され
ているグループ番号を確認しま
す。

SQL> column 
 REDOLOG_FILE_NAME format 
 a50
SQL> SELECT a.GROUP#, 
 a.status, b.MEMBER AS 
 REDOLOG_FILE_NAME, 
 (a.BYTES/1024/1024) AS 
 SIZE_MB
FROM v$log a
JOIN v$logfile b ON 
 a.Group#=b.Group#
ORDER BY a.GROUP#;

GROUP# STATUS 
 REDOLOG_FILE_NAME           
              SIZE_MB
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タスク 説明 必要なスキル
1 CURRENT  /d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo01.log   
 512M
2 INACTIVE /d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo02.log   
 512M
3 INACTIVE /d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo03.log   
 512M
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を Amazon RDS カスタムに移行

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS カスタムデータ
ベースを開き、OMF ログファイ
ルを作成できることを確認しま
す。

Amazon RDS カスタム for 
Oracle は、Oracle マネージド
ファイル (OMF) を使用して運用
を簡素化します。リードレプリ
カをスタンドアロンインスタン
スに昇格させることはできます
が、最初に OMF を使用してロ
グファイルを作成する必要があ
ります。これは、インスタンス
の昇格時に正しいパスが使用さ
れるようにするためです。リー
ドレプリカをプロモートする方
法の詳細については、Amazon 
RDS のドキュメントを参照して
ください。OMF ファイルを使
用しないと、リードレプリカを
プロモートしようとしたときに
問題が発生する可能性がありま
す。

1. resetlogs次のようにして
データベースを開きます。

SQL> alter database open 
 resetlogs;

注:ORA-00392: スレッド 1 の
ログ xx がクリアされているた
め、操作できません。という
エラーが表示された場合は、
ORA-00392 の「トラブルシュー
ティング (p. 1737)」セクション
の手順に従ってください。

2. データベースが開いているこ
とを確認します。

SQL> select open_mode from v
$database;
OPEN_MODE
--------------------
READ WRITE

3. OMF ログファイルを作成しま
す。前のログファイルクエリの
出力を使用して、要件に応じて
グループ番号、グループ数、お
よびサイズを変更します。次の
例はグループ 4 から始まり、わ
かりやすくするために 3 つのグ
ループを追加しています。

SQL> alter database add 
 logfile group 4 size 512M;
Database altered.

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
SQL> alter database add 
 logfile group 5 size 512M;
Database altered.
SQL> alter database add 
 logfile group 6 size 512M;
Database altered.

4. 以前の OMF 以外のファイルを
削除します。要件と前のステッ
プでのクエリの出力に基づいて
カスタマイズできる例を次に示
します。

SQL> alter database drop 
 logfile group 1;
System altered.
SQL> alter database drop 
 logfile group 2;
System altered.
SQL> alter database drop 
 logfile group 3;
System altered.

注:ログファイルをドロップし
ようとしたときに ORA-01624 
エラーが表示される場合
は、「トラブルシューティン
グ (p. 1737)」セクションを参照
してください。

5. 作成された OMF ファイルが
表示されていることを確認しま
す。（Oracle 12.1.0.2 と 19c で
はディレクトリパスが異なりま
すが、概念は同じです。）

SQL> select member from v
$logfile;

MEMBER
-----------------------------------------------------
/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/onlinelog/
o1_mf_4_ksrbslny_.log
/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/onlinelog/
o1_mf_5_ksrchw0k_.log
/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/onlinelog/
o1_mf_6_ksrcnl9v_.log

6. データベースを再起動
し、SPFILE がインスタンスで
使用されていることを確認しま
す。

SQL> shutdown immediate
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タスク 説明 必要なスキル
SQL> startup
SQL> show parameter spfile

Oracle 12.1.0.2

spfile   /rdsdbbin/oracle/
dbs/spfileVIS.ora

Oracle 19c の場合、クエリは以
下を返します。

spfile    /rdsdbbin/oracle/
dbs/spfileRDSCDB.ora

7. Oracle 19c の場合のみ、コン
テナデータベースのステータス
を確認し、必要に応じて開きま
す。

SQL> show pdbs
CON_ID CON_NAME              
 OPEN MODE   RESTRICTED
---------- 
 ------------------- 
 ----------  
         2 PDB$SEED          
  READ ONLY  NO 
         3 VIS               
  MOUNTED    NO

SQL> alter session set 
 container=VIS;
Session altered.

SQL> alter database open;
Database altered.

SQL> show pdbs 
    CON_ID CON_NAME          
 OPEN MODE  RESTRICTED
---------- 
 ------------------------------ 
 ---------- ----- 
         3 VIS               
              READ WRITE NO

SQL> exit

8. PFILE を使用していな
いので$ORACLE_HOME/
dbs、init.oraからファイルを
削除してください。

$ cd $ORACLE_HOME/dbs
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タスク 説明 必要なスキル
Oracle 12.1.0.2 の場合は、以下
のコマンドを使用します。

$ pwd
/rdsdbbin/oracle/dbs
$ rm initVIS.ora

Oracle 19c の場合は、以下のコ
マンドを使用してください。

$ pwd
/rdsdbbin/oracle/dbs
$ rm initRDSCDB.ora

Secrets Manager からのパスワードの取得、ユーザーの作成、パスワードの変更

タスク 説明 必要なスキル

Secrets Manager からパスワード
を取得します。

これらの手順は、コンソール
で、または AWS CLI を使用して
実行できます。以下の手順は、
コンソールの手順を示していま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
RDS コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/rds/) 
を開きます。

2. ナビゲーションペイン
で、[データベース] を選択
し、Amazon RDS データベース
を選択します。

3. [Configuration] を選択し、イ
ンスタンスのリソース ID をメモ
します (次の形式になりますdb-
WZ4WLCK6AOQ6TJGZKMGRCDCI3Y)。

4. AWS Secrets Manager 
コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
secretsmanager/) を開きます。

5. と同じ名前のシークレッ
トを選択します。ここはdo-
not-delete-custom-
<resource_id>、ステップ 
3 でメモしたインスタンスの 
IDresource-id  を指します。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
6. [シークレット値の取得] を選択
します。
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タスク 説明 必要なスキル

RDSADMIN ユーザーを作成しま
す。

RDSADMINは Amazon RDS カ
スタム DB インスタンスのモ
ニタリングおよびオーケスト
レータデータベースユーザー
です。スターターデータベー
スは削除され、ターゲットデー
タベースは RMAN を使用して
ソースから復元されたため、復
元操作後にこのユーザーを再作
成して、Amazon RDS Custom 
Monitoring が期待どおりに動作す
ることを確認する必要がありま
す。また、RDSADMINユーザー用
に別のプロファイルとテーブル
スペースを作成する必要があり
ます。Oracle 12.1.0.2 と19c で
は、手順が少し異なります。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

1. SQL プロンプトで、次のコマ
ンドを入力します。

SQL> set echo on feedback on 
 serverout on
SQL> @?/rdbms/admin/
utlpwdmg.sql

SQL> ALTER PROFILE DEFAULT
LIMIT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 
 UNLIMITED
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL;

2. プロファイルの作
成RDSADMIN:

SQL> create profile RDSADMIN
LIMIT
COMPOSITE_LIMIT UNLIMITED
SESSIONS_PER_USER UNLIMITED
CPU_PER_SESSION UNLIMITED
CPU_PER_CALL UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_SESSION 
 UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_CALL 
 UNLIMITED
IDLE_TIME UNLIMITED
CONNECT_TIME UNLIMITED
PRIVATE_SGA UNLIMITED
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL
PASSWORD_LOCK_TIME 
 86400/86400
PASSWORD_GRACE_TIME 
 604800/86400;

3. SYSSYSTEM、DBSNMP
RDSADMINおよびユーザープロ
ファイルを次のように設定しま
す。

SQL> set echo on feedback on 
 serverout on
SQL> alter user SYS profile 
 RDSADMIN;
SQL> alter user SYSTEM 
 profile RDSADMIN;
SQL> alter user DBSNMP 
 profile RDSADMIN;

4. RDSADMINテーブルスペースの
作成:

SQL> create bigfile 
 tablespace rdsadmin 
 datafile size 7M
autoextend on next 1m
Logging online permanent 
 blocksize 8192 extent 
 management local 
 autoallocate default 
 nocompress segment space 
 management auto;

5. RDSADMINユーザーを作成しま
す。RDSADMINパスワードを、以
前に Secrets Manager から取得
したパスワードに置き換えてく
ださい。

SQL> create user rdsadmin 
 identified by xxxxxxxxxx
Default tablespace rdsadmin
Temporary tablespace temp
profile rdsadmin ;

6. 権限を付与する対
象RDSADMIN:

SQL> grant select on sys.v_
$instance to rdsadmin;
SQL> grant select on sys.v_
$archived_log to rdsadmin;
SQL> grant select on sys.v_
$database to rdsadmin;
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タスク 説明 必要なスキル
SQL> grant select on sys.v_
$database_incarnation to 
 rdsadmin;
SQL> grant select on 
 dba_users to rdsadmin;
SQL> grant alter system to 
 rdsadmin;
SQL> grant alter database to 
 rdsadmin;
SQL> grant connect to 
 rdsadmin with admin option;
SQL> grant resource to 
 rdsadmin with admin option;
SQL> alter user rdsadmin 
 account unlock identified 
 by xxxxxxxxxxx;
SQL> @?/rdbms/admin/
userlock.sql
SQL> @?/rdbms/admin/
utlrp.sql

オラクル 19c の場合:

1. SQL プロンプトで、次のコマ
ンドを入力します。

SQL> set echo on feedback on 
 serverout on
SQL> @?/rdbms/admin/
utlpwdmg.sql

SQL> alter profile default
LIMIT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 
 UNLIMITED
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL;

2. プロファイルを作成しま
すRDSADMIN。

注:Oracle 19cRDSADMINC##
ではプレフィックスが付
けられています。 これ
は、common_user_prefixデー
タベースパラメータがに設
定されているためですC##。
RDSADMINOracle 12.1.0.2 にはプ
レフィックスがありません。

SQL> create profile 
 C##RDSADMIN
LIMIT
COMPOSITE_LIMIT UNLIMITED
SESSIONS_PER_USER UNLIMITED
CPU_PER_SESSION UNLIMITED
CPU_PER_CALL UNLIMITED
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タスク 説明 必要なスキル
LOGICAL_READS_PER_SESSION 
 UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_CALL 
 UNLIMITED
IDLE_TIME UNLIMITED
CONNECT_TIME UNLIMITED
PRIVATE_SGA UNLIMITED
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL
PASSWORD_LOCK_TIME 
 86400/86400
PASSWORD_GRACE_TIME 
 604800/86400;

3.
SYSSYSTEM、DBSNMPRDSADMINお
よびユーザープロファイルを次
のように設定します。

SQL> alter user SYS profile 
 C##RDSADMIN;
SQL> alter user SYSTEM 
 profile C##RDSADMIN;
SQL> alter user DBSNMP 
 profile C##RDSADMIN;

4. RDSADMINテーブルスペースの
作成:

SQL> create bigfile 
 tablespace rdsadmin 
 datafile size 7M
autoextend on next 1m
Logging online permanent 
 blocksize 8192 extent 
 management local 
 autoallocate default 
 nocompress segment space 
 management auto;

5. RDSADMINユーザーを作成し
ます。RDSADMINパスワードを、
以前に Secrets Manager から取
得したパスワードに置き換えま
す。

SQL> create user C##rdsadmin 
 identified by xxxxxxxxxx
profile C##rdsadmin;

6. 権限を付与する対
象RDSADMIN:
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タスク 説明 必要なスキル

SQL> grant select on sys.v_
$instance to c##rdsadmin;
SQL> grant select on 
 sys.v_$archived_log to 
 c##rdsadmin;
SQL> grant select on sys.v_
$database to c##rdsadmin;
SQL> grant select on sys.v_
$database_incarnation to 
 c##rdsadmin;
SQL> grant select on 
 dba_users to c##rdsadmin;
SQL> grant alter system to 
 C##rdsadmin;
SQL> grant alter database to 
 C##rdsadmin;
SQL> grant connect to 
 C##rdsadmin with admin 
 option;
SQL> grant resource to 
 C##rdsadmin with admin 
 option;
SQL> alter user C##rdsadmin 
 account unlock identified 
 by xxxxxxxxxxx;
SQL> @?/rdbms/admin/
userlock.sql
SQL> @?/rdbms/admin/
utlrp.sql

マスターユーザーを作成しま
す。

スターターデータベースは削除
され、ターゲットデータベース
はRMANを使用してソースから
復元されたため、マスターユー
ザーを再作成する必要がありま
す。この例では、マスターユー
ザー名はですadmin。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

SQL> create user admin 
 identified by <password>;
SQL> grant dba to admin

オラクル 19c の場合:

SQL> create user C##admin 
 identified by xxxxxxxxxxx;
SQL> grant dba to C##admin;

DBA

1716



AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクル E ビジネススイート

を Amazon RDS カスタムに移行

タスク 説明 必要なスキル

スーパーユーザーのパスワード
を変更します。

1. Secrets Manager から取得し
たパスワードを使用して、シス
テムパスワードを変更します。

SQL> alter user sys 
 identified by xxxxxxxxxxx;
SQL> alter user system 
 identified by xxxxxxxxxx;

2. EBS_SYSTEMパスワードを変
更してください。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

SQL> alter user ebs_system 
 identified by xxxxxxxxxx; 

オラクル 19c の場合:

このバージョンでは、コン
テナデータベースに接続し
て、EBS_SYSTEMそこでパス
ワードを更新する必要もありま
す。

SQL> alter session set 
 container=vis;
SQL> alter user ebs_system 
 identified by xxxxxxxxxx;  

SQL> exit;

これらのパスワードを変更しな
い場合、Amazon RDS Custom 
は「データベースモニタリン
グユーザーまたはユーザーの認
証情報が変更されました」とい
うエラーメッセージを表示しま
す。

DBA

Oracle E-Business Suiteのディレクトリを作成し、ETCCをインストールして、Autoconfigを実行
してください

タスク 説明 必要なスキル

Oracle E-Business Suiteに必要な
ディレクトリを作成します。

1. Amazon RDS カスタム Oracle 
データベースで、Oracle ホーム
ユーザーとして次のスクリプト
を実行して、9idataディレクト
リを作成します$ORACLE_HOME/
nls/data/9idata。このディ
レクトリは Oracle E-Business 
Suite に必要です。
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タスク 説明 必要なスキル

perl $ORACLE_HOME/nls/data/
old/cr9idata.pl

後のステップでコンテキ
スト対応環境を作成するた
め、ORA_NLS10このメッセージ
は無視してください。

2. appsutil.tar以前に作成
したファイルを共有の Amazon 
EFS ファイルシステムからコ
ピーし、Amazon RDS カス
タム Oracle ホームディレク
トリに解凍します。 これによ
り、appsutil$ORACLE_HOMEディ
レクトリにディレクトリが作成
されます。

$ cd /RMAN/appsutil
$ cp sourceappsutil.tar 
 $ORACLE_HOME
$ cd $ORACLE_HOME
$ tar xvf sourceappsutil.tar 
 appsutil

3. Amazon EFSappsutil.zip
共有ファイルシステムに以前に
保存したファイルをコピーしま
す。 これは、アプリケーション
層で作成したファイルです。

Amazon RDS Custom DBrdsdb
インスタンスのユーザーとして:

$ cp /RMAN/appsutil/
appsutil.zip $ORACLE_HOME
$ cd $ORACLE_HOME

4. appsutil.zipファイルを解
凍して、appsutil Oracle ホー
ムディレクトリにディレクトリ
とサブディレクトリを作成しま
す。

$ unzip -o appsutil.zip

-oこのオプションを選択する
と、一部のファイルが上書きさ
れます。
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タスク 説明 必要なスキル

tsanames.ora ファイルと 
sqlnet.ora ファイルを設定しま
す。

Autoconfig ツールでデータ
ベースに接続できるよう
に、tnsnames.oraファイルを
設定する必要があります。次の
例では、tnsnames.oraファイ
ルはソフトリンクされています
が、デフォルトではファイルは
空であることがわかります。

$ cd $ORACLE_HOME/network/
admin
$ ls -ltr
-rw-r--r-- 1 rdsdb database 
 373 Oct 31  2013 shrept.lst
lrwxrwxrwx 1 rdsdb 
 database  30 Feb   9 17:17 
 listener.ora -> /rdsdbdata/
config/listener.ora
lrwxrwxrwx 1 rdsdb database  
 28 Feb   9 17:17 sqlnet.ora 
 -> /rdsdbdata/config/
sqlnet.ora
lrwxrwxrwx 1 rdsdb 
 database  30 Feb   9 17:17 
 tnsnames.ora -> /rdsdbdata/
config/tnsnames.ora

1. tnsnames.oraエントリを作
成します。Amazon RDS の自
動化によるファイルの解析方法
のため、エントリに空白、コメ
ント、余分な行が含まれていな
いことを確認する必要がありま
す。そうしないと、 create-db-
instance-read-replicaなどの一部
のAPIを使用するときに問題が発
生する可能性があります。例と
して使用します。    

2. 必要に応じてポート、ホス
ト、SIDを交換してください。

$ vi tnsnames.ora  
VIS=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)
(PORT=1521)
(HOST=xx.xx.xx.xx)))
(CONNECT_DATA=(SID=VIS)
(SERVER=DEDICATED)))

注:ファイルには余分な行が
あってはなりません。行を削
除しないと、future リードレプ
リカを作成する際に問題が発
生する場合があります。リー
ドレプリカの作成が失敗し、
「アクティビティで例外が発

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
生しました:: どのホストでも 
RestrictReplication を正常に呼び
出せません」というエラーメッ
セージが表示されることがあり
ます。 HostManagerException

3. データベースにアクセスでき
ることを確認します。

$ tnsping vis
OK (0 msec)

4. Oracle 19c の場合の
み、sqlnet.oraファイルを
更新してください。これを行
わないと、ORA-01017「ユー
ザー名/パスワードが無効です。
データベースに接続しようとし
たときにログオンが拒否されま
す」というエラーが表示されま
す。sqlnet.ora$ORACLE_HOME/
network/admin次の内容に合わ
せて編集します。

NAMES.DIRECTORY_PATH=(TNSNAMES, 
 ONAMES, HOSTNAME)
SQLNET.EXPIRE_TIME= 10
SQLNET.INBOUND_CONNECT_TIMEOUT 
 =60
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=10
HTTPS_SSL_VERSION=undetermined

5. 接続をテストします。

$ sqlplus apps/****@vis
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タスク 説明 必要なスキル

データベースを設定します。 データベースへの接続をテスト
したので、appsutil ユーティリ
ティを使用してデータベースを
構成し、コンテキスト対応環境
を作成できます。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

1. 以下のコマンドを実行しま
す。

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
bin
$ perl adbldxml.pl 
 appsuser=apps
Enter Hostname of Database 
 server: oebs-db01
Enter Port of Database 
 server: 1521
Enter SID of Database 
 server: VIS
Enter Database Service Name: 
 VIS
Enter the value for Display 
 Variable: :1
The context file has been 
 created at:
/rdsdbbin/oracle/appsutil/
VIS_oebs-db01.xml

2. rootoraInst.loc ユーザーか
ら作成:

$ vi /etc/oraInst.loc
inventory_loc=/rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
oraInventory    
inst_group=database

3. 前の手順で作成したコンテ
キストファイルを使用して、
コンテキストファイルを複製
し、論理ホスト名を設定しま
す。rdsdbユーザーとして、以
下を実行します。

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
clone/bin
$ perl adclonectx.pl \
contextfile=[ORACLE_HOME]/
appsutil/[current context 
 file] \
template=[ORACLE_HOME]/
appsutil/template/
adxdbctx.tmp

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ここで、oebs-db01logは論理
ホスト名を指します。例:

$ perl adclonectx.pl \
contextfile=/rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
appsutil/VIS_oebs-db01.xml \
template=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/template/
adxdbctx.tmp
Target System Hostname 
 (virtual or normal) [oebs-
db01] : oebs-db01log
Target System Base 
 Directory : /rdsdbbin/
oracle
Target Instance is RAC (y/n) 
 [n] : n 
  
Target System Database SID : 
 VIS 
  
Oracle OS User [rdsdb] :  
Oracle OS Group [rdsdb] : 
 database
Role separation is supported 
 y/n [n] ? : n
Target System utl_file_dir 
 Directory List : /tmp
Number of DATA_TOP's on the 
 Target System [1] :  
  
Target System DATA_TOP 
 Directory 1 [/rdsdbbin/
oracle/data] : /rdsdbdata/
db/VIS_A/datafile/ 
  
Target System RDBMS 
 ORACLE_HOME Directory [/
rdsdbbin/oracle/12.1.0] : /
rdsdbbin/oracle 
  
Do you want to preserve the 
 Display [:1] (y/n)  : y

Do you want the target 
 system to have the same 
 port values as the source 
 system (y/n) [y] ? : y
The new database context 
 file has been created : 
   /rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
appsutil/clone/bin/VIS_oebs-
db01log.xml
contextfile=/rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
appsutil/clone/bin/VIS_oebs-
db01log.xml

オラクル 19c の場合:
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タスク 説明 必要なスキル
1. 以下のコマンドを実行しま
す。

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
bin
$ perl adbldxml.pl 
 appsuser=apps
Enter Hostname of Database 
 server: oebs-db01
Enter Port of Database 
 server: 1521
Enter SID of Database 
 server: VIS
Enter the database listener 
 name:rdscdb
Enter the value for Display 
 Variable: :1
The context file has been 
 created at:
/rdsdbbin/oracle/appsutil/
VIS_oebs-db01.xml

2. rootoraInst.loc ユーザーか
ら作成:

$ vi /etc/oraInst.loc
inventory_loc=/rdsdbbin/
oracle/oraInventory    
inst_group=database

3. 前の手順で作成したコンテ
キストファイルを使用して、
コンテキストファイルを複製
し、論理ホスト名を設定しま
す。rdsdbユーザーとして、以
下を実行します。

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
clone/bin
$ perl adclonectx.pl \
contextfile=[ORACLE_HOME]/
appsutil/[current context 
 file] \
template=[ORACLE_HOME]/
appsutil/template/
adxdbctx.tmp

ここで、oebs-db01logは論理
ホスト名を指します。例:

$ perl adclonectx.pl \
contextfile=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01.xml \
template=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/template/
adxdbctx.tmp
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タスク 説明 必要なスキル
Target System Hostname 
 (virtual or normal) [oebs-
db01] : oebs-db01log
Target System Base 
 Directory : /rdsdbbin/
oracle
Target Instance is RAC (y/n) 
 [n] : n
Target System CDB Name : 
 RDSCDB  
Target System PDB Name : VIS
Oracle OS User [oracle] : 
 rdscdb
Oracle OS Group [dba] : 
 database
Role separation is supported 
 y/n [n] ? : n
Number of DATA_TOP's on the 
 Target System [2] :  
Target System DATA_TOP 
 Directory 1 [/d01/oracle/
VISCDB] : /rdsdbdata/db/pdb/
RDSCDB_A
Target System DATA_TOP 
 Directory 2 [/d01/oracle/
data] : /rdsdbdata/db/pdb/
RDSCDB_A/datafile
Specify value for 
 OSBACKUPDBA group 
 [database] :  
Specify value for OSDGDBA 
 group [database] :  
Specify value for OSKMDBA 
 group [database] :  
Specify value for OSRACDBA 
 group [database] :  
Target System RDBMS 
 ORACLE_HOME Directory 
 [/d01/oracle/19.0.0] : /
rdsdbbin/oracle
Do you want to preserve the 
 Display [:1] (y/n)  : y
Do you want the target 
 system to have the same 
 port values as the source 
 system (y/n) [y] ? : y
Validating if the source 
 port numbers are available 
 on the target system..  
Complete port information 
 available at /rdsdbbin/
oracle/appsutil/clone/
bin/out/VIS_oebs-db01log/
portpool.lst
New context path and 
 file name [VIS_oebs-
db01log.xml] : /rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml
Do you want to overwrite it 
 (y/n) [n] ? : y
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タスク 説明 必要なスキル
Replacing /rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml file.
The new database context 
 file has been created :
contextfile=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml
Check Clone Context 
 logfile /rdsdbbin/
oracle/clone/bin/
CloneContext_1201205010.log 
 for details.
Check Clone Context 
 logfile /rdsdbbin/
oracle/appsutil/clone/bin/
CloneContext_1201211135.log 
 for details.
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タスク 説明 必要なスキル

ETCC をインストールし、自動
設定を実行します。

1. Oracle E-Business Suiteテクノ
ロジー・コードレベル・チェッ
カー (ETCC) をインストールしま
す。 

My Oracle Supportからパッ
チ17537119をダウンロード
し、の指示に従ってくださ
いREADME.txt。etccディ
レクトリにというディレク
トリを作成し、パッチを解
凍してというスクリプトを
作成しcheckMTpatch.sh、
スクリプトを実行してパッ
チのバージョンを確認しま
す。$ORACLE_HOME

2. Autoconfig ユーティリティ
を実行し、新しい論理ホスト名
コンテキストファイルを渡しま
す。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

cd $ORACLE_HOME/appsutil/bin
$ ./adconfig.sh 
 contextfile=/rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
appsutil/clone/bin/VIS_oebs-
db01log.xml

オラクル 19c の場合:

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
bin
$ ./adconfig.sh 
 contextfile=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml

注意:データベース・ディ
レクトリが変更された場合
は、OracleSupport・ノート
2525754.1の指示に従ってくださ
い。

DBA

Amazon RDS カスタムと Oracle E ビジネススイートの TNS エントリを設定します

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS カスタムと Oracle 
E-ビジネススイートの TNS エン
トリを設定します。

自動構成は、デフォルトの場
所に TNS ファイルを生成しま
す。Oracle 12.1.0.2 (CDB 以外) 
と Oracle19C PDB のデフォルト

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
の場所はです$ORACLE_HOME/
network/admin/
$<CONTEXT_NAME>。Oracle 
19c 用 CDB 
は$ORACLE_HOME/network/
admin/、$TNS_ADMIN前のス
テップで Autoconfig を実行した
ときに生成される環境ファイル
で定義されているデフォルトを
使用します。

Oracle 12.1.0.2 お
よび 19c CDB の場
合、Autoconfigtnsnames.oralistener.ora
によって生成されたおよびファ
イルは、空白やコメントがない
など Amazon RDS の要件に準拠
していないため、これらを使用
しません。代わりに、Amazon 
RDS Custom データベースで
提供される汎用ファイルを使用
して、システムが期待している
内容に準拠していることを確認
し、エラーの可能性を減らしま
す。 

たとえば、Amazon RDS カス
タムでは次の命名形式が必要で
す。

L_<INSTANCE_NAME>_001

Oracle 12.1.0.2

L_VIS_001

Oracle 19c の場合、これは次の
ようになります。

L_RDSCDB_001

次に、listener.ora使用する
ファイルの例を示します。これ
は Amazon RDS カスタムデータ
ベースを作成したときに生成さ
れました。この時点では、この
ファイルには何も変更を加えて
いないため、デフォルトのまま
にします。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

$ cd $ORACLE_HOME/network/
admin
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タスク 説明 必要なスキル
$ cat listener.ora
ADR_BASE_L_VIS_001=/
rdsdbdata/log/
SID_LIST_L_VIS_001=(SID_LIST 
 = (SID_DESC = (SID_NAME = 
 VIS)(GLOBAL_DBNAME = VIS) 
 (ORACLE_HOME = /rdsdbbin/
oracle)))
L_VIS_001=(DESCRIPTION_LIST 
 = (DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(PORT = 
 1521)(HOST = xx.xx.xx.xx))) 
 (DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(PORT = 
 1521)(HOST = 127.0.0.1))))
SUBSCRIBE_FOR_NODE_DOWN_EVENT_L_VIS_001=OFF

Oracle 19c の場合:

$ cd $ORACLE_HOME/network/
admin
$ cat listener.ora
SUBSCRIBE_FOR_NODE_DOWN_EVENT_L_RDSCDB_001=OFF
ADR_BASE_L_RDSCDB_001=/
rdsdbdata/log/
USE_SID_AS_SERVICE_L_RDSCDB_001=ON
L_RDSCDB_001=(DESCRIPTION_LIST 
 = (DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(PORT = 
 1521)(HOST = xx.xx.xx.xx))) 
 (DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(PORT = 
 1521)(HOST = 127.0.0.1))))
SID_LIST_L_RDSCDB_001=(SID_LIST 
 = (SID_DESC = (SID_NAME 
 = RDSCDB)(GLOBAL_DBNAME = 
 RDSCDB) (ORACLE_HOME = /
rdsdbbin/oracle)))

Oracle 12.1.0.2 では、Oracle E-
Business Suite 環境ファイルを
編集して、Amazon RDS カス
タムの汎用 TNS$TNS_ADMIN
ファイルを使用するように
パスを変更します。環境ファ
イルは、先に Autoconfig を
実行したときに作成されまし
た。TNS_ADMIN<CONTEXT_NAME>接
尾辞を削除して変数を編集しま
す。 

注:19c のデフォルトのホー
ムは Amazon RDS カスタ
ムのデフォルトと同じなの
で$ORACLE_HOME/network/
admin、環境ファイルは Oracle 
12.1.0.2 でのみ編集してくださ
い。
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タスク 説明 必要なスキル
たとえば、Oracle 12.1.0.2

$ vi $ORACLE_HOME/VIS_oebs-
db01log.env

パスを次のように変更してくだ
さい。 

TNS_ADMIN=”/rdsdbbin/oracle/
network/admin/VIS_oebs-
db01log”
export TNS_ADMIN

先:

TNS_ADMIN=”/rdsdbbin/oracle/
network/admin”
export TNS_ADMIN

注:Autoconfig を実行するたび
に、この手順を繰り返して、正
しい TNS ファイルが使用されて
いることを確認する必要があり
ます (12.1.0.2 のみ)。
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タスク 説明 必要なスキル

rdsdb ユーザーの環境を設定しま
す。

Oracle 19c については、このス
テップをスキップします。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

Autoconfig と TNS のエントリが
完成したら、rdsdbユーザーの
プロファイルで環境ファイルを
設定してロードする必要があり
ます。

Oracle E-
Business.bash_profile.env
Suiteデータベースファイルを
呼び出すように更新します。環
境がロードされていることを確
認するには、プロファイルを更
新する必要があります。この環
境ファイルは、先に Autoconfig 
を実行したときに作成されまし
た。

Autoconfig を実行すると、次の
サンプル環境ファイルが作成さ
れます。

. /rdsdbbin/oracle/VIS_oebs-
db01log.env

rdsdbユーザーとして:

cd $HOME
vi .bash_profile  
export LD_LIBRARY_PATH=
${ORACLE_HOME}/lib:
${ORACLE_HOME}/ctx/lib
export SHLIB_PATH=
${ORACLE_HOME}/lib
export PATH=$PATH:
${ORACLE_HOME}/bin
alias sql=’rlwrap -c 
 sqlplus / as sysdba’
. ${ORACLE_HOME}/VIS_oebs-
db01log.env

注:Oracle 19c の場合は、CDB 
環境をに読み込む必要はあ
りません.bash_profile。
これは、ORACLE_HOMEデ
フォルトがrdsdb (Oracle 
home)$ORACLE_HOME/
network/admin ユーザーのデ
フォルトホームであるデフォル
トパスに設定されているためで
す。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

コンテナデータベース名を 
RDSCDB に戻します。

Oracle 12.1.0.2 については、
このセクションをスキップしま
す。

Amazon RDS Custom for 
Oracle 19c ではコンテナ
名をにする必要があるた
めRDSCDB、NIDVISCDBRDSCDB
を使用してデータベース名をか
らに変更する必要があります。  
詳細については、Oracle Support 
Note 863800.1 を参照してくださ
い。 自動化フレームワークはを
使用しているためRDSCDB、この
ステップはリードレプリカの作
成、スナップショット、 point-in-
time リカバリなどの API を円滑
に運用するために不可欠です。

オラクル 19c の場合:

1. ConnectCDB$ROOT し、以下を
実行します。

SQL> shutdown immediate;
SQL> startup mount;
SQL> exit

2. Oracle ホームユーザー 
(rdsdb) として新しいセッション
を開き、NID ユーティリティの
次のコマンドを実行します。

$ nid TARGET=SYS 
 DBNAME=RDSCDB
Password: < enter the 
 password you retrieved 
 earlier from secrets 
 manager>
Change database ID and 
 database name VISCDB to 
 RDSCDB? (Y/[N]) => Y
.. full output has been 
 omitted
DBNEWID - Completed 
 successfully.

3. SPFILE の初期化パラメータを
変更します。

SQL> startup nomount;
SQL> alter system 
 set db_name='RDSCDB' 
 scope=spfile;

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
SQL> alter system set 
 instance_name='RDSCDB' 
 scope=spfile;
SQL> alter system set 
 service_names='RDSCDB' 
 scope=spfile;

注:フォームに関する既知の問題 
(ORA-1017 エラー) を防ぐため
に、サービス名は必ずコンテナ 
(CDB) 名に設定してください。

4. データベースをシャットダウ
ンして開きますresetlogs。

SQL> shutdown immediate;
SQL> startup mount;
SQL> alter database open 
 resetlogs; 

5. 新しい CDB 名を確認してくだ
さい。

SQL>  select name from v
$database;
NAME
---------
RDSCDB
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タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの fnd_nodes 
テーブルを消去し、Amazon 
RDS カスタムのアプリケーショ
ンとデータベースを設定しま
す。

Oracle 12.1.0.2 と 19c の両方
で、最初の 2 つの手順を完了し
ます。以降の手順はバージョン
ごとに異なります。

1. アプリケーション層で、デー
タベースの IP/etc/hosts アド
レスを編集して Amazon RDS カ
スタム IP アドレスに変更しま
す。

xx.xx.xx.xx OEBS-
db01.localdomain  OEBS-db01 
 OEBS-db01log.localdomain 
 OEBS-db01log

論理ホスト名を使用しているた
め、データベースノードをほぼ
シームレスに置き換えることが
できます。

2. Amazon RDS カスタム DB イ
ンスタンスで、ソース EC2 イン
スタンスに割り当てられている
セキュリティグループを Amazon 
RDS カスタム DB インスタンス
を反映するように追加または修
正し、アプリケーションがノー
ドにアクセスできるようにしま
す。

Oracle 12.1.0.2 の場合:

3. 自動構成を実行します。
アプリケーションオーナー 
(例:applmgr) として、以下を実
行します。

$ cd $INST_TOP/admin/scripts
$ ./adautocfg.sh  
AutoConfig completed 
 successfully.

4. fnd_nodesエントリを確認し
ます。

SQL> select node_name from 
 apps.fnd_nodes
NODE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
AUTHENTICATION
OEBS-APP01LOG
OEBS-DB01LOG

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
5. ログインできることを確認
し、アプリケーションを起動し
ます。

  $  ./adstrtal.sh apps/***

オラクル 19c の場合:

VISCDBソースコンテナデータ
ベース名をからに変更したの
でRDSCDB、FNDを実行してテー
ブルを消去する必要がありま
すFND_CONC_CLONE.SETUP_CLEAN。Amazon 
RDS カスタムのコンテナデータ
ベースは、そのままにしておく
必要がありますRDSCDB。表示さ
れる手順を行います。

データベース層では:

3. PDB が開いているかどうか
を確認し、必要に応じて開きま
す。

SQL> show pdbs 

    CON_ID CON_NAME     OPEN 
 MODE  RESTRICTED
---------- 
 ------------------------------ 
 ---------- ---------- 
  2 PDB$SEED     READ ONLY  
 NO 
  3 VIS      MOUNTED

SQL>  alter session set 
 container=vis;

SQL> alter database open;

4. 接続をアプリとしてテスト
し、fnd_cone_clone.setup_clean以
下を実行します。

SQL> sqlplus apps/apps@vis  
SQL> exec 
 fnd_conc_clone.setup_clean;

5. tnsnames編集し
ます$ORACLE_HOME/
$CONTEXT_NAME (例:/
rdsdbbin/oracle/network/
admin/VIS_oebs-db01log)。
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タスク 説明 必要なスキル
db_nameVISCDB以前のイン
スタンスをからに変更したた
めRDSCDB、adconfig次のコマ
ンドを 2 回実行する必要があり
ます。これにより、db_name以
前の変更による自動構成でエ
ラー ORA-12514 が表示されなく
なります。これは 1 回限りの作
業で、今後は Autoconfig が管理
します。

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
bin
$ ./adconfig.sh 
 contextfile=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml

注:12.1.0.2.bash_profile で
行ったように CDB env ファイル
を設定する必要はありません。
これは、Amazon RDS のデフォ
ルト環境を使用しているためで
す。PDB 環境をロードする必要
があるのは、必要な場合だけで
す。

アプリケーション層では:

6. アプリケーション層で 
Autoconfig をアプリケーショ
ン所有者として実行します 
(例:applmgr)。

$ cd $INST_TOP/admin/scripts
$ ./adautocfg.sh  
AutoConfig completed 
 successfully.

7. fnd_nodesエントリを確認し
ます。

SQL> select node_name from 
 apps.fnd_nodes
NODE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
AUTHENTICATION
OEBS-APP01LOG
OEBS-DB01LOG

8. アプリケーションを起動しま
す。

 $  ./adstrtal.sh apps/***

1735



AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクル E ビジネススイート

を Amazon RDS カスタムに移行

移行後の手順を実行する

タスク 説明 必要なスキル

自動化を再開して、動作するこ
とを確認します。

次の AWS CLI コマンドを使用し
て、自動化を再開します。

aws rds modify-db-instance \ 
     --db-instance-
identifier vis \ 
     --automation-mode full 
 \

データベースは Amazon RDS カ
スタムによって管理されるよう
になりました。 たとえば、リス
ナーまたはデータベースがダウ
ンした場合、Amazon RDS カス
タムエージェントはそれらを再
起動します。これをテストする
には、次のようなコマンドを実
行します。

ストップリスナーの例:

-bash-4.2$ lsnrctl stop vis

データベースをシャットダウン
する例:

SQL> shutdown immediate;

DBA

スキーマ、接続、メンテナンス
タスクを検証します。

移行を完了するには、少なくと
も次のタスクを実行する必要が
あります。

• FS_CLONE実行してパッチファ
イルシステムを同期します。

• スキーマの統計を収集しま
す。 

• 外部インターフェイスとシス
テムが新しい Amazon RDS カ
スタムデータベースに接続で
きることを確認します。

• バックアップとメンテナンス
のスケジュールを設定しま
す。

• ファイルシステムを切り替え
るカットオーバーを実行し
て、AD Online Patch (ADOP) 
が期待どおりに機能している
ことを確認します。

DBA
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トラブルシューティング

問題 解決策

ログファイルをドロップしようとする
と、ORA-01624 エラーが表示されます。

ログファイルをドロップしようとしたときに 
ORA-01624 エラーが表示される場合は、次の手順
に従ってください。

次のコマンドを実行し、削除するログファイルの
ステータスがになるまで待ちますINACTIVE。のス
テータスコードの詳細についてはV$log、Oracle 
のドキュメントを参照してください。コマンドの
例と出力を次に示します。

SQL> select group#, status from v$log; 

    GROUP# STATUS
---------- ---------------- 
  1 ACTIVE 
  2 CURRENT 
  3 UNUSED 
  4 UNUSED 
  5 UNUSED 
  6 UNUSED
6 rows selected.

この例では、ログファイル 1 がなのでACTIVE、
ログファイルを 3 回強制的に切り替え
て、CURRENT先に追加した最初の新しいログファ
イルのステータスが次のようになる必要がありま
す。

SQL>  alter system switch logfile;
System altered.
SQL>  alter system switch logfile;
System altered.
SQL>  alter system switch logfile;
System altered.

次の例のように、削除するログファイルがすべて
揃うまで待ってから、DROP LOGFILEコマンドを
実行します。INACTIVE

SQL> select group#, status from v$log; 
    GROUP# STATUS
---------- ---------------- 
  1 INACTIVE 
  2 INACTIVE 
  3 INACTIVE 
  4 CURRENT 
  5 UNUSED 
  6 UNUSED
6 rows selected.

を使用してデータベースを開くと、ORA-00392 エ
ラーが表示されますresetlogs。

ORA-00392「スレッド 1 のログ xx がクリアさ
れています。操作は許可されていません」と
いうエラーが表示された場合は、次のコマン
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問題 解決策
ドを実行して (xxログファイル番号に置き換え
て)、openresetlogs コマンドを再実行します。

SQL> alter database clear logfile group xx;
SQL> alter database open resetlogs;
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問題 解決策

Sysadmin またはアプリケーションユーザーを使用
してアプリケーションに接続できません。

問題を確認するには、次の SQL クエリを実行しま
す。

SQL> select dbms_java.get_jdk_version() 
 from dual;
select dbms_java.get_jdk_version() from 
 dual 
 ERROR at line 1:
ORA-29548: Java system class reported: 
 release of Java system classes in the
database (19.0.0.0.220719 1.8) does not 
 match that of the oracle executable 
 (19.0.0.0.0 1.8)

根本原因:ソースデータベースに複数のパッチが
適用されたが、Amazon RDS CustomDB_HOME
が新規インストールであるか、CEV を作成し
たときに必要な RSU パッチ (OJVM など) を
使用しなかったため、CEV にすべてのパッチ
が含まれていませんでした。 これを検証する
には、ソースパッチの詳細が$ORACLE_HOME/
sqlpath、$ORACLE_HOME/.patch_storage、
およびに記載されているかどうかを確認しま
すopatch – lsinventory。

リファレンス:datapatch-verbose がエラーで失敗す
る:「パッチ xxxxxx: アーカイブされたパッチディ
レクトリが空です」 (ドキュメント ID 2235541.1)

修正:見つからないパッチ関連ファイルをソース 
($ORACLE_HOME/sqlpatch/) から Amazon RDS 
Custom ($ORACLE_HOME/sqlpatch/) にコピー
し、./datapatch -verbose再実行します。

例:

-bash-4.2$ cp -rp 18793246 20204035 
 20887355 22098146 22731026 $ORACLE_HOME/
sqlpatch/

または、CDBとPDBで次のコマンドを実行するこ
とにより、回避策を使用できます。

@?/javavm/install/update_javavm_db.sql

次に、PDB で、次のコマンドを入力します。

sql> alter session set container=vis;
@?/javavm/install/update_javavm_db.sql

次に、テストを再を実行します。

1739



AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクル E ビジネススイート

を Amazon RDS カスタムに移行

問題 解決策

SQL> select dbms_java.get_jdk_version() 
 from dual;

関連リソース
• Amazon RDS カスタムでの作業 (Amazon RDS ドキュメント)
• Amazon RDS カスタム for Oracle — データベース環境における新しいコントロール機能 (AWS ニュー

スブログ)
• Amazon RDS カスタムフォーオラクルと Amazon EFS の統合 (AWS データベースブログ)
• AWS での Oracle E ビジネススイートの移行 (AWS ホワイトペーパー)
• AWS での Oracle E ビジネススイートアーキテクチャ (AWS ホワイトペーパー)
• アクティブスタンバイデータベースを使用して Amazon RDS カスタムの Oracle E-Business Suite の 

HA/DR アーキテクチャをセットアップする (AWS Prescriptive Guidance)

追加情報
メンテナンス業務

Oracle E-Business Suiteデータベース・ホームに新しいパッチを適用

bin volume (/rdsdbbin) out-of-place はアップグレードであるため、bin ボリュームの内容は CEV 
のアップグレード中に削除されます。そのため、CEV を使用してアップグレードを実行する前
に、appsutilディレクトリのコピーを作成する必要があります。

ソースの Amazon RDS カスタムインスタンスで、CEV をアップグレードする前に、のバックアップを作
成します$ORACLE_HOME/appsutil。

注:この例では NFS ボリュームを使用しています。ただし、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
へのコピーを使用できます。

1. appsutil を格納するディレクトリをソース Amazon RDS カスタムインスタンスに作成します。

$ mkdir /RMAN/appsutil.preupgrade

2. Amazon EFS ボリュームに Tar と、コピーします。

$ tar cvf /RMAN/appsutil.preupgrade appsutil

3. tar ファイルが存在することを確認します。

$ bash-4.2$ ls -l /RMAN/appsutil.preupgrade
-rw-rw-r-- 1 rdsdb rdsdb 622981120 Feb  8 20:16 appsutil.tar

4. Amazon RDS ドキュメントの「RDS カスタム DB インスタンスのアップグレード」の指示に従って、
最新の CEV にアップグレードします (前提条件の CEV は既に作成されています)。

OPATCH を使用して直接パッチを適用することもできます。Amazon RDS ドキュメントの「Oracle アッ
プグレード用 RDS カスタムの要件と考慮事項」セクションを参照してください。

注:ホストマシンの IP アドレスは、CEV パッチ処理中に変更されません。 out-of-place このプロセスによ
りアップグレードが実行され、起動時に新しいビンボリュームが同じインスタンスにアタッチされます。
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PeopleSoft オラクルを Amazon RDS カスタムに移行

作成者:ガウラヴ・グプタ (AWS)

環境: 本番稼働用 ソース: Amazon EC2 ターゲット: Amazon RDS 
Custom

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行、インフラス
トラクチャ、データベース

AWS サービス: Amazon RDS; 
Amazon S3; AWS Secrets 
Manager; Amazon EFS

概要
PeopleSoftオラクルは、企業全体のプロセスを対象としたエンタープライズリソースプランニング
（ERP）ソリューションです。 PeopleSoft には、クライアント、アプリケーション、データベースの 3 
層アーキテクチャがあります。 PeopleSoft Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) で実行
できます。現在は、基盤となるオペレーティングシステムへのアクセスを提供する Amazon RDS Custom 
PeopleSoft  上で実行することもできます。

Amazon RDS Custom for Oracle は、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのアク
セスを必要とするレガシー、カスタム、およびパッケージアプリケーション向けのマネージドデータベー
スサービスです。Oracle データベースを Amazon RDS Custom に移行すると、Amazon Web Services 
(AWS) がバックアップタスクと高可用性を管理でき、 PeopleSoft ユーザーはアプリケーションと機能の
維持に集中できます。移行の際に考慮すべき主な要素については、AWS Prescriptive Guidance の「Oracle 
データベース移行戦略」を参照してください。

このパターンは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) PeopleSoft にあるデータベース
を、Oracle Recovery Manager (RMAN) バックアップを使用して Amazon RDS Custom に移行するステッ
プに焦点を当てています。EC2 インスタンスと Amazon RDS カスタムの間には Amazon Elastic ファイル
システム (Amazon EFS) 共有ファイルシステムが使用されますが、Amazon FSx または任意の共有ドライ
ブを使用することもできます。このパターンでは、RMANの完全バックアップ (レベル0バックアップと呼
ばれることもあります) を使用します。

前提条件と制限
前提条件

• Oracle Linux 7、Oracle Linux 8、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7、または RHEL 8 を搭載した 
Amazon EC2 で実行されている Oracle バージョン 19C ソースデータベース。このパターンの例では、
ソースデータベース名はですがFSDMO92、これは必須ではありません。

[Note:] (メモ:) このパターンは、オンプレミスの Oracle ソースデータベースでも使用できます。オンプ
レミスネットワークと仮想プライベートクラウド (VPC) との間には、適切なネットワーク接続が必要で
す。

• PeopleSoft 9.2 デモインスタンス。
• PeopleSoft 単一のアプリケーション層。ただし、このパターンを複数のアプリケーション層で機能する

ように調整できます。
• Amazon RDS カスタムには少なくとも 8 GB のスワップスペースが設定されています。

機能制限
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このパターンは以下の構成をサポートしていません。

• ARCHIVE_LAG_TARGETデータベースパラメータを 60 ～ 7200 の範囲外の値に設定する
• DB インスタンスログモードの無効化 (NOARCHIVELOG)
• EC2 インスタンスの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 最適化属性をオフにする
• EC2 インスタンスにアタッチされた元の EBS ボリュームの変更
• 新しい EBS ボリュームの追加、またはボリュームタイプの gp2 から gp3 への変更
• LOG_ARCHIVE_FORMATパラメータの拡張フォーマットの変更 (必須*.arc)
• 制御ファイルの場所と名前の多重化または変更 (必須/rdsdbdata/db/*DBNAME*/controlfile/
control-01.ctl)

これらおよびその他のサポートされていない構成に関する追加情報については、Amazon RDS ドキュメン
トを参照してください。

製品バージョン

Amazon RDS カスタムでサポートされている Oracle データベースのバージョンとインスタンスクラスに
ついては、「Amazon RDS カスタム for Oracle の要件と制限事項」を参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Application Load Balancer
• Amazon EFS
• Amazon RDS Custom for Oracle
• AWS Secrets Manager
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

ターゲットアーキテクチャ

次のアーキテクチャ図は、AWS の 1 PeopleSoft つのアベイラビリティーゾーンで実行されているシス
テムを示しています。アプリケーション層には、Application Load Balancer を介してアクセスします。
アプリケーションとデータベースはどちらもプライベートサブネットにあり、Amazon RDS Custom と 
Amazon EC2 データベースインスタンスは Amazon EFS 共有ファイルシステムを使用して RMAN バック
アップファイルを保存およびアクセスします。Amazon S3 は、カスタム RDS Oracle エンジンの作成と 
REDO ログメタデータの保存に使用されます。

Tools
Tools

AWS サービス

• Amazon RDS Custom for Oracle は、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのア
クセスを必要とするレガシー、カスタム、およびパッケージアプリケーション向けのマネージドデータ
ベースサービスです。バックアップや高可用性などのデータベース管理タスクを自動化します。 

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS lastic File System) は、AWS クラウドでの共有ファイルシス
テムの作成と設定に役立ちます。このパターンでは、Amazon EFS 共有ファイルシステムを使用して 
RMAN バックアップファイルを保存し、アクセスします。

• AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) 
を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得できるように
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なります。このパターンでは、データベースユーザーのパスワードを Secrets Manager から取得し
て、RDSADMINADMINおよびユーザーを作成し、syssystemおよびのパスワードを変更します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、クラウドベースのオブジェクトストレージサービス
で、任意の量のデータを保存、保護、および取得するのに役立ちます。

• Elastic Load Balancing (ELB) は、受信するアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数の
ターゲットに分散します。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の複数のアベイラビ
リティーゾーンの複数のインスタンス、コンテナ、IP アドレスにトラフィックを分散させることができ
ます。このパターンでは、Application Load Balancer を使用します。

その他のツール

• Oracle Recovery Manager (RMAN) は、Oracle データベースのバックアップとリカバリのサポートを提
供します。このパターンでは、RMAN を使用して Amazon EC2 上のソース Oracle データベースのホッ
トバックアップを実行し、Amazon RDS カスタムで復元します。

ベストプラクティス
• データベース初期化パラメータについては、Oracle ソースデータベースの spfile PeopleSoft を使用す

る代わりに、Amazon RDS カスタム DB インスタンスによって提供される標準 pfile をカスタマイズ
します。これは、Amazon RDS Custom でリードレプリカを作成する際に、空白やコメントが原因で
問題が発生するためです。データベース初期化パラメータの詳細については、Oracle Support ノート 
1100831.1 (Oracle Support アカウントが必要) を参照してください。

• Amazon RDS カスタムは、デフォルトで Oracle の自動メモリ管理を使用します。Hugemem カーネル
を使用する場合は、代わりに自動共有メモリ管理を使用するように Amazon RDS Custom を設定できま
す。

• memory_max_targetこのパラメータはデフォルトで有効のままにします。フレームワークはこれを
バックグラウンドで使用してリードレプリカを作成します。

• Oracle フラッシュバックデータベースを有効にします。この機能は、フェールオーバー（スイッチオー
バーではない）テストシナリオでスタンバイを復帰させる場合に役立ちます。

エピック
DB インスタンスとファイルシステムをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

DB インスタンスを作成します。 Amazon RDS コンソール
で、FSDMO92 という名前の DB 
名 (またはソースデータベース名) 
を持つ Amazon RDS カスタム 
for Oracle DB インスタンスを作
成します。

手順については、AWS ドキュ
メントの「Amazon RDS カス
タムの使用」および「Oracle 用 
Amazon RDS カスタム — デー
タベース環境の新しい制御機
能」というブログ記事を参照し
てください。これにより、デー
タベース名がソースデータベー
スと同じ名前に設定されます。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
（空白のままにすると、EC2 イ
ンスタンスとデータベース名は
に設定されます）ORCL。

ソース Amazon EC2 データベースの RMAN フルバックアップを実行する

タスク 説明 必要なスキル

バックアップスクリプトを作成
します。

RMAN バックアップスクリプ
トを作成して、マウントした 
Amazon EFS ファイルシステム
にデータベースをバックアップ
します (/efs次の例)。サンプ
ルコードを使用するか、既存の
RMANスクリプトのいずれかを実
行できます。

#!/bin/bash
Dt=`date +'%Y%m%d-%H%M'`
BACKUP_LOG="rman-
${ORACLE_SID}-$Dt"
export TAGDATE=`date +%Y%m%d
%H%M`;
LOGPATH=/u01/scripts/logs
rman target / >> $LOGPATH/
rman-${ORACLE_SID}-$Dt << 
 EOF
SQL "ALTER SYSTEM SWITCH 
 LOGFILE";
SQL "ALTER SESSION SET 
 NLS_DATE_FORMAT="DD.MM.YYYY 
 HH24:MI:SS"";
RUN
{ 
  ALLOCATE CHANNEL ch11 TYPE 
 DISK MAXPIECESIZE 5G; 
  ALLOCATE CHANNEL ch12 TYPE 
 DISK MAXPIECESIZE 5G; 
  BACKUP AS COMPRESSED 
 BACKUPSET FULL DATABASE 
 FORMAT '/efs/rman_backup/
FSCM/%d_%T_%s_%p_FULL' ; 
  SQL "ALTER SYSTEM ARCHIVE 
 LOG CURRENT"; 
  BACKUP FORMAT '/efs/
rman_backup/FSCM/%d_%T_%s_
%p_ARCHIVE' ARCHIVELOG ALL 
 DELETE ALL INPUT ; 
  BACKUP CURRENT CONTROLFILE 
 FORMAT '/efs/rman_backup/
FSCM/%d_%T_%s_%p_CONTROL';
}
EXIT;
EOF 
   

DBA

バックアップスクリプトを実行
します。

RMANバックアップスクリプトを
実行するには、Oracleホームユー

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ザーとしてログインし、スクリ
プトを実行します。

$  chmod a+x rman_backup.sh
$ ./rman_backup.sh &

エラーをチェックし、バック
アップファイルの名前をメモし
ます。

RMAN ログファイルにエラーが
ないか確認します。すべて問題
なければ、次のコマンドを実行
して制御ファイルのバックアッ
プを一覧表示します。

RMAN> list backup of 
 controlfile;

using target database 
 control file instead of 
 recovery catalog

出力ファイルの名前をメモしま
す。

List of Backup Sets
===================

BS Key  Type LV Size      
  Device Type Elapsed Time 
 Completion Time
------- ---- -- ---------- 
 ----------- ------------ 
 ---------------
12      Full    21.58M    
  DISK        00:00:01     
 13-JUL-22 
        BP Key: 12   Status: 
 AVAILABLE  Compressed: NO  
 Tag: TAG20220713T150155 
        Piece Name: /
efs/rman_backup/FSCM/
FSDMO92_20220713_12_1_CONTROL 
 Control File Included: Ckp 
 SCN: 16559159985898   Ckp 
 time: 13-JUL-22

Amazon RDS Custom/
efs/rman_backup/FSCM/
FSDMO92_20220713_12_1_CONTROL
でデータベースを復元する場
合、バックアップ制御ファイル
を使用します。

DBA
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ソースアプリケーション層をシャットダウンします

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションをシャットダ
ウンします。

ソースアプリケーション
層をシャットダウンするに
は、psadminpsadminユーティ
リティまたはコマンドライン
ユーティリティを使用します。

1. Web サーバーをシャットダウ
ンするには、以下のコマンド
を実行します。

psadmin -w shutdown -d 
 "webserver domain name"

2. アプリケーションサーバーを
シャットダウンするには、次
のコマンドを実行します。

psadmin -c shutdown -
d "application server 
 domain name"

3. プロセススケジューラを
シャットダウンするには、次
のコマンドを実行します。

psadmin -p stop -d 
 "process scheduler domain 
 name"

DBA、 PeopleSoft 管理者

ターゲット Amazon RDS カスタムデータベースを設定します。

タスク 説明 必要なスキル

nfs-utils rpm パッケージをインス
トールします。

nfs-utils rpmパッケージをイ
ンストールするには、次のコマ
ンドを実行します。

$ yum install -y nfs-utils

DBA

EFS ストレージをマウントしま
す。

Amazon EFS のコンソールペー
ジから Amazon EFS マウント
コマンドを取得します。ネット
ワークファイルシステム (NFS) 
クライアントを使用して、EFS 
ファイルシステムを Amazon 
RDS インスタンスにマウントし
ます。

sudo mount -t nfs4 -o 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport 

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
 fs-xxxxxxxxxx.efs.eu-
west-1.amazonaws.com:/ /efs
sudo mount -t nfs4 -o 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport 
 fs-xxxxxxxxxx.efs.eu-
west-1.amazonaws.com:/ /efs

スターターデータベースを削除し、データベースファイルを保存するディレクトリを作成しま
す。

タスク 説明 必要なスキル

オートメーションモードを一時
停止します。

自動化が RMAN の復元アクティ
ビティに干渉しないように、次
のステップに進む前に Amazon 
RDS カスタム DB インスタンス
の自動化モードを一時停止する
必要があります。

AWS コンソールまたは AWS 
Command Line Interface (AWS 
CLI) コマンドを使用して、自動
化を一時停止できます (AWS CLI 
を設定しておいてください)。

aws rds modify-db-instance \
--db-instance-identifier 
 peoplesoft-fscm-92 \
--automation-mode all-paused 
 \
--resume-full-automation-
mode-minute 360 \
--region eu-west-1

一時停止時間を指定するとき
は、RMANのリストアに十分な時
間を確保してください。これは
ソースデータベースのサイズに
よって異なるため、360 値を適宜
変更してください。

また、一時停止した自動化の合
計時間が、データベースのバッ
クアップまたはメンテナンス
ウィンドウと重複しないように
してください。

DBA

のパラメータファイルを作成し
て変更する PeopleSoft

の pfile を作成および変更するに
は PeopleSoft、Amazon RDS カ
スタム DB インスタンスで作成
された標準 pfile を使用します。
必要なパラメータを追加します 
PeopleSoft。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
1. rds user rdsdbに切り替え

るには、次のコマンドを実行
します。

$ sudo su - rdsdb

2. スターターデータベースの 
SQL*Plus にログインし、以下
のコマンドを実行して pfile を
作成します。

SQL> create pfile 
 from spfile;

これにより、に 
pfile$ORACLE_HOME/dbs が作
成されます。

3. この pfile をバックアップしま
す。

4. pfile PeopleSoft を編集してパ
ラメータを追加または更新し
ます。

*._gby_hash_aggregation_enabled=false

*._unnest_subquery=false

*.nls_language='AMERICAN'

*.nls_length_semantics='CHAR'

*.nls_territory='AMERICA'

*.open_cursors=1000

*.db_files=1200

*.undo_tablespace='UNDOTBS1'

PeopleSoft 関連パラメータ
は、オラクル・Support・ノー
ト1100831.1に記載されていま
す。

5. pfile から spfile リファレンス
を削除します。

*.spfile='/
rdsdbbin/oracle/dbs/
spfileFSDMO92.ora'
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タスク 説明 必要なスキル

スターターデータベースを削除
します。

既存の Amazon RDS Custom 
データベースを削除するには、
次のコードを使用します。

$ sqlplus / as sysdba
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup mount exclusive 
 restrict;
SQL> drop database;
SQL> exit
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS Custom データ
ベースをバックアップから復元
します。

次のスクリプトを使用してデー
タベースを復元します。このス
クリプトは、最初に制御ファイ
ルを復元し、次に EFS マウント
に保存されているバックアップ
ピースからデータベース全体を
復元します。

#!/bin/bash
Dt=`date +'%Y%m%d-%H%M'`
BACKUP_LOG="rman-
${ORACLE_SID}-$Dt"
export TAGDATE=`date +%Y%m%d
%H%M`;
LOGPATH=/rdsdbdata/scripts/
logs
rman target / >> $LOGPATH/
rman-${ORACLE_SID}-$Dt << 
 EOF
restore controlfile from 
 "/efs/rman_backup/FSCM/
FSDMO92_20220713_12_1_CONTROL";
alter database mount;
run
{
set newname for database to 
 '/rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
datafile/%f_%b';
SET NEWNAME FOR TEMPFILE 
 1 TO '/rdsdbdata/db/
FSDMO92_A/datafile/%f_%b';
RESTORE DATABASE;
SWITCH DATAFILE ALL;
SWITCH TEMPFILE ALL;
RECOVER DATABASE;
}
EOF
sqlplus / as sysdba 
 >> $LOGPATH/rman-
${ORACLE_SID}-$Dt<<-EOF
ALTER DATABASE RENAME FILE 
 '/u01/psoft/db/oradata/
FSDMO92/redo01.log' TO '/
rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
onlinelog/redo01.log';
ALTER DATABASE RENAME FILE 
 '/u01/psoft/db/oradata/
FSDMO92/redo02.log' TO '/
rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
onlinelog/redo02.log';
ALTER DATABASE RENAME FILE 
 '/u01/psoft/db/oradata/
FSDMO92/redo03.log' TO '/
rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
onlinelog/redo03.log';
alter database clear 
 unarchived logfile group 1;
alter database clear 
 unarchived logfile group 2;
alter database clear 
 unarchived logfile group 3;

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
alter database open 
 resetlogs;
EXIT
EOF

Secrets Manager からのパスワードの取得、ユーザーの作成、パスワードの変更

タスク 説明 必要なスキル

Secrets Manager からパスワード
を取得します。

AWS コンソールまたは AWS 
CLI を使用して、このステップを
実行できます。以下の手順は、
コンソールの手順を示していま
す。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインして、Amazon 
RDS コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペイン
で、[データベース] を選択
し、Amazon RDS データベー
スを選択します。

3. Configuration タブを選択
し、インスタンスのリソー
ス ID を書き留めます。次
の形式になりますdb-<ID>
(例:db-73GJNHLGDNZNDOXNWXSECUW6LE)。

4. Secrets Managerコンソール 
を開きます。

5. と同じ名前のシークレッ
トを選択します。はdo-
not-delete-custom-
<resource_id>、ステッ
プ 3 でメモしたリソース 
IDresource-id を指しま
す。

6. [シークレット値の取得] を選
択します。

このパスワード
はsys、、systemrdsadmin、adminお
よびユーザでも同じです。

DBA

RDSADMIN ユーザーを作成しま
す。

RDSADMINは Amazon RDS カ
スタム DB インスタンスのモニ
タリングとオーケストレーショ
ンを行うデータベースユーザー
です。スターターデータベース
は削除され、ターゲットデータ
ベースは RMAN を使用してソー
スから復元されたため、Amazon 
RDS Custom Monitoring が期待
どおりに機能することを確認す

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
るには、復元操作後にこのユー
ザーを再作成する必要がありま
す。また、RDSADMINユーザー用
に別のプロファイルとテーブル
スペースを作成する必要があり
ます。

1. SQL プロンプトで、次のコマ
ンドを入力します。

SQL> set echo on feedback 
 on serverout on
SQL> @?/rdbms/admin/
utlpwdmg.sql
SQL> ALTER PROFILE DEFAULT
LIMIT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 
 UNLIMITED
PASSWORD_LIFE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL;

2. プロファイルを作成しま
すRDSADMIN。

SQL> set echo on feedback 
 on serverout on
SQL> alter session set 
 "_oracle_script"=true;
SQL> CREATE PROFILE 
 RDSADMIN
LIMIT
COMPOSITE_LIMIT UNLIMITED
SESSIONS_PER_USER 
 UNLIMITED
CPU_PER_SESSION UNLIMITED
CPU_PER_CALL UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_SESSION 
 UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_CALL 
 UNLIMITED
IDLE_TIME UNLIMITED
CONNECT_TIME UNLIMITED
PRIVATE_SGA UNLIMITED
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10
PASSWORD_LIFE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX 
 UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL
PASSWORD_LOCK_TIME 
 86400/86400
PASSWORD_GRACE_TIME 
 604800/86400;

3. RDSADMINテーブルスペース
を作成します。
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タスク 説明 必要なスキル

SQL> CREATE BIGFILE 
 TABLESPACE rdsadmin '/
rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
datafile/rdsadmin.dbf' 
 DATAFILE SIZE 7M
AUTOEXTEND ON NEXT 1m
LOGGING ONLINE PERMANENT 
 BLOCKSIZE 8192 EXTENT 
 MANAGEMENT LOCAL 
 AUTOALLOCATE DEFAULT 
 NOCOMPRESS SEGMENT SPACE 
 MANAGEMENT AUTO;

4. RDSADMINユーザーを作成し
ます。RDSADMINパスワード
を Secrets Manager から以前
に取得したパスワードに置き
換えてください。

SQL> CREATE USER rdsadmin 
 IDENTIFIED BY xxxxxxxxxx
DEFAULT TABLESPACE 
 rdsadmin
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
profile rdsadmin ;

5. RDSADMIN に権限を付与しま
す。

SQL> GRANT "CONNECT" 
 TO RDSADMIN WITH ADMIN 
 OPTION;
SQL> GRANT "RESOURCE" 
 TO RDSADMIN WITH ADMIN 
 OPTION;
SQL> GRANT "DBA" TO 
 RDSADMIN;
SQL> GRANT 
 "SELECT_CATALOG_ROLE" 
 TO RDSADMIN WITH ADMIN 
 OPTION;
SQL> GRANT ALTER SYSTEM TO 
 RDSADMIN;
SQL> GRANT UNLIMITED 
 TABLESPACE TO RDSADMIN;
SQL> GRANT SELECT ANY 
 TABLE TO RDSADMIN;
SQL> GRANT ALTER DATABASE 
 TO RDSADMIN;
SQL> GRANT ADMINISTER 
 DATABASE TRIGGER TO 
 RDSADMIN;
SQL> GRANT ANY OBJECT 
 PRIVILEGE TO RDSADMIN 
 WITH ADMIN OPTION;
SQL> GRANT INHERIT ANY 
 PRIVILEGES TO RDSADMIN;
SQL> ALTER USER RDSADMIN 
 DEFAULT ROLE ALL;
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タスク 説明 必要なスキル
6. Set the SYS, SYSTEM, 

and DBSNMP user 
profiles to RDSADMIN.

SQL> set echo on feedback 
 on serverout on
SQL> alter user SYS 
 profile RDSADMIN;
SQL> alter user SYSTEM 
 profile RDSADMIN;
SQL> alter user DBSNMP 
 profile RDSADMIN;

マスターユーザーを作成しま
す。

スターターデータベースは削除
され、ターゲットデータベース
はRMANを使用してソースから
復元されたため、マスターユー
ザーを再作成する必要がありま
す。この例では、マスターユー
ザー名はですadmin。

SQL> create user admin 
 identified by <password>;
SQL> grant dba to admin

DBA

システムパスワードを変更しま
す。

Secrets Manager から取得したパ
スワードを使用してシステムパ
スワードを変更します。

SQL> alter user sys 
 identified by xxxxxxxxxxx;
SQL> alter user system 
 identified by xxxxxxxxxx;

これらのパスワードを変更しな
い場合、Amazon RDS Custom 
は「データベースモニタリング
ユーザーまたはユーザー認証情
報が変更されました」というエ
ラーメッセージを表示します。

DBA

Amazon RDS カスタムの TNS エントリを設定し、 PeopleSoft

タスク 説明 必要なスキル

tnsnames ファイルを設定しま
す。

アプリケーション層から
データベースに接続するに
は、tnsnames.oraアプリケー
ション層からデータベースに
接続できるようにファイルを構
成します。次の例では、ファイ
ルへのソフトリンクはあります
が、tnsnames.oraファイルは

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
デフォルトでは空であることが
わかります。 

$ cd /rdsdbbin/oracle/
network/admin
$ ls -ltr
-rw-r--r-- 1 rdsdb database 
 1536 Feb 14  2018 
 shrept.lst
lrwxrwxrwx 1 rdsdb 
 database   30 Apr  5 13:19 
 listener.ora -> /rdsdbdata/
config/listener.ora
lrwxrwxrwx 1 rdsdb database  
  28 Apr  5 13:19 sqlnet.ora 
 -> /rdsdbdata/config/
sqlnet.ora
lrwxrwxrwx 1 rdsdb 
 database   30 Apr  5 13:19 
 tnsnames.ora -> /rdsdbdata/
config/tnsnames.ora

1. tsnames.oraエントリを作
成します。Amazon RDS の
自動化によるファイルの解
析方法により、エントリに空
白、コメント、余分な行が含
まれていないことを確認する
必要があります。そうしない
と、 create-db-instance-read-
replicaなどの一部の API を使
用するときに問題が発生する
可能性があります。

2. PeopleSoft データベースの
要件に従って、ポート、ホス
ト、および SID を交換してく
ださい。次のコードを例とし
て使用してください。

$ vi tnsnames.ora  

FSDMO92=(DESCRIPTION = 
 (ADDRESS_LIST = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 
 x.x.x.x)(PORT = 1521))) 
 (CONNECT_DATA = (SERVER 
 = DEDICATED) (SID = 
 FSDMO92)))

3. PeopleSoft データベースにア
クセスできることを確認する
には、次のコマンドを実行し
ます。

$ tnsping FSDMO92

TNS Ping Utility for 
 Linux: Version 19.0.0.0.0 
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タスク 説明 必要なスキル
 - Production on 14-
JUL-2022 10:16:45

Copyright (c) 1997, 2021, 
 Oracle.  All rights 
 reserved.

Used parameter files:
/rdsdbbin/oracle/network/
admin/sqlnet.ora

Used TNSNAMES adapter to 
 resolve the alias
Attempting to contact 
 (DESCRIPTION = 
 (ADDRESS_LIST = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 
 x.x.x.x)(PORT = 1521))) 
 (CONNECT_DATA = (SERVER 
 = DEDICATED) (SID = 
 FSDMO92)))
OK (0 msec)

spfile ソフトリンクを作成する

タスク 説明 必要なスキル

spfile ソフトリンクを作成しま
す。

1. その場所に spfile を作成する
には/rdsdbdata/admin/
FSDMO92/pfile、次のコマ
ンドを実行します。

SQL> create spfile='/
rdsdbdata/admin/FSDMO92/
pfile/spfileFSDMO92.ora' 
 from pfile;

2. spfile に移動
し$ORACLE_HOME/dbs、その
ソフトリンクを作成します。

ln -s '/rdsdbdata/
admin/FSDMO92/pfile/
spfileFSDMO92.ora' 
 spfileFSDMO92.ora

3. このファイルが作成された
ら、spfile を使用してデータ
ベースを停止および起動でき
ます。

DBA

1756



AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルのROWID機能を PostgreSQL に移行する

移行後の手順を実行する

タスク 説明 必要なスキル

スキーマ、接続、およびメンテ
ナンスタスクを検証します。

移行を完了するには、次のタス
クを実行します。

• スキーマの統計情報を収集し
ます。 

• PeopleSoft アプリケーショ
ン層が新しい Amazon RDS 
Custom データベースに接続で
きることを確認します。

• バックアップとメンテナンス
のスケジュールを設定しま
す。

DBA

関連リソース
• Amazon RDS Customでの使用
• Amazon RDS カスタム for Oracle — データベース環境の新しい制御機能 (ブログ記事)
• Amazon RDS カスタム for Oracle と Amazon EFS の統合 (ブログ記事)
• Amazon RDS を Oracle PeopleSoft データベースとして設定する (AWS ホワイトペーパー)

オラクルのROWID機能を AWS 上の PostgreSQL に移
行する

ラケシュ・ラガブ (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle Database ターゲット: AWS での 
PostgreSQL データベース

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon Aurora; 
Amazon RDS; AWS SCT; AWS 
CLI

概要
このパターンは、Oracle Database Melational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL、Amazon 
Aurora PostgreSQL 互換エディション、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の PostgreSQL 
データベースに PostgreSQLROWID データベースをマイグレーションするためのオプションを示していま
す。

Oracle データベースでは、ROWID疑似列はテーブル内の行の物理アドレスです。この疑似列は、主キーが
テーブル上に存在しない場合でも行を一意に識別するために使用されます。PostgreSQL にはctid、とい
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う類似の疑似列がありますが、として使用することはできませんROWID。PostgreSQL のドキュメントで
説明されているように、ctid更新またはバキューム処理によって変更される可能性があります。

PostgreSQLROWID で疑似列機能を作成する方法は3つあります。

• ROWIDテーブル内の行を識別する代わりに主キー列を使用してください。
• テーブルでは論理的な主キー/ユニークキー (複合キーの場合もあります) を使用してください。 
• 自動生成された値を含む列を追加し、それを模倣する主キー/ユニークキーにしますROWID。

このパターンでは、3 つの実装をすべて説明し、各オプションの利点と欠点について説明します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• プロシージャル言語/PostgreSQL (PL/pgSQL) コーディングの専門知識
• Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換クラスター、または PostgreSQL データ

ベースをホストする EC2 インスタンス

機能制限

• このパターンは、ROWIDこの機能の回避策となります。PostgreSQL はオラクルデータベースと同等の
機能を提供していません。ROWID

製品バージョン

• PostgreSQL 11.9 以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Oracle Database

ターゲットテクノロジースタック

• Aurora PostgreSQL 互換、Amazon RDS for PostgreSQL、または PostgreSQL データベースを備えた 
EC2 インスタンス

実装オプション

ROWIDPostgreSQLでのサポート不足を回避するには、テーブルに主キーかユニークインデックス、論理主
キー、ID属性のどれがあるかに応じて、3つの選択肢があります。どの方法を選択するかは、プロジェクト
のタイムライン、現在の移行フェーズ、アプリケーションとデータベースのコードへの依存関係によって
異なります。

オプション 1。 主キーまたはユニークインデックス

Oracle テーブルに主キーがある場合は、このキーの属性を使用して行を一意に識別できます。 

メリット:

• 独自のデータベース機能に依存しません。
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• 主キーフィールドはインデックス化されるため、パフォーマンスへの影響は最小限です。

デメリット:

• ROWID主キーフィールドへの切り替えに依存するアプリケーションコードとデータベースコードを変更
する必要があります。

オプション 2。 論理プライマリ/ユニークキー

Oracle テーブルに論理プライマリキーがある場合は、このキーの属性を使用して行を一意に識別できま
す。論理主キーは、行を一意に識別できる属性または属性のセットで構成されますが、制約によってデー
タベースに適用されることはありません。

メリット:

• 独自のデータベース機能に依存しません。

デメリット:

• ROWID主キーフィールドへの切り替えに依存するアプリケーションコードとデータベースコードを変更
する必要があります。

• 論理主キーの属性がインデックス化されていない場合、パフォーマンスに大きな影響を与えます。ただ
し、パフォーマンス上の問題を防ぐために、固有のインデックスを追加できます。

オプション 3。 アイデンティティー属性

Oracle テーブルに主キーがない場合は、として追加フィールドを作成できますGENERATED ALWAYS AS 
IDENTITY。この属性は、データがテーブルに挿入されるたびに固有の値を生成するため、データ操作言
語 (DML) 操作で行を一意に識別するために使用できます。

メリット:

• 独自のデータベース機能に依存しません。
• PostgreSQL データベースは属性を入力し、その一意性を維持します。

デメリット:

• IDROWID 属性への切り替えに依存するアプリケーションとデータベースのコードを変更する必要があり
ます。

• 追加フィールドがインデックス化されていない場合、パフォーマンスに大きな影響があります。ただ
し、インデックスを追加してパフォーマンスの問題を防ぐことができます。

Tools
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス

ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ

ンドを使って AWS サービスとやり取りすることができます。このパターンでは、AWS CLI を使用して
pgAdmin を使用して SQL コマンドを実行できます。

• pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソースの管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管
理、使用に役立つグラフィカルインターフェイスを提供します。

• PostgreSQL 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドで 
PostgreSQL リレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
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• AWS SSchema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコー
ドをターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行
をサポートします。

エピック
ソーステーブルを識別する

タスク 説明 必要なスキル

ROWID 属性を使用する Oracle 
テーブルを特定してください。

AWS Schema Conversion 
Tool (AWS SCT) を使用し
て、ROWID機能を備えた Oracle 
テーブルを特定します。詳細に
ついては、AWS SCT ドキュメン
トを参照してください。

-または-

Oracle で
は、DBA_TAB_COLUMNSROWIDビュー
を使用して属性を持つテー
ブルを識別します。これらの
フィールドは、英数字の 10 バ
イト文字を格納するために使
用できます。使用方法を判断
し、VARCHAR必要に応じてこれ
らをフィールドに変換します。

DBA または開発者

これらのテーブルを参照する
コードを特定してください。

AWS SCT を使用して移行評価レ
ポートを生成し、ROWID影響を
受ける手順を特定します。詳細
については、AWS SCT ドキュメ
ントを参照してください。

-または-

ソース Oracle データベースで
は、dba_sourceテーブルの
テキストフィールドを使用し
て、ROWID機能を使用するオブ
ジェクトを識別します。

DBA または開発者

プライマリキー使用法の判断

タスク 説明 必要なスキル

主キーがないテーブルを特定し
ます。

ソース Oracle データベースで
は、DBA_CONSTRAINTSプライ
マリキーを持たないテーブルを
特定するのに使用します。この
情報は、各テーブルの戦略を決
定するのに役立ちます。例:

select dt.*

DBA または開発者
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タスク 説明 必要なスキル
from dba_tables dt
where not exists (select 1 
                  from 
 all_constraints ct 
                  where 
 ct.owner = Dt.owner 
                    
 and ct.table_name = 
 Dt.table_name 
                    and 
 ct.constraint_type = 'P' 
                  )
and dt.owner = '{schema}' 

ソリューションを特定して適用する

タスク 説明 必要なスキル

プライマリキーが定義されてい
るテーブルまたは論理的なプラ
イマリキーがあるテーブルに変
更を適用します。

一意の主キーまたは論理主
キーを使用してテーブル内の
行を識別するには、「追加情
報 (p. 1761)」セクションに示さ
れているアプリケーションコー
ドとデータベースコードを変更
します。

DBA または開発者

主キーが定義されていないか、
論理的な主キーがないテーブル
にフィールドを追加します。

GENERATED ALWAYS AS 
IDENTITYタイプの属性を追加し
ます。「追加情報 (p. 1761)」セ
クションに表示されているアプ
リケーションとデータベースの
コードを変更します。

DBA または開発者

必要に応じてインデックスを追
加します。

SQL パフォーマンスを向上させ
るには、追加のフィールドまた
は論理主キーにインデックスを
追加します。

DBA または開発者

関連リソース
• PostgreSQL CTID (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• 生成されたカラム (PostgreSQL ドキュメンテーション)
• ROWID 疑似カラム (オラクル社のドキュメント)

追加情報
以下のセクションでは、3 つのアプローチを説明するために Oracle と PostgreSQL のコード例を示しま
す。

シナリオ 1: 主ユニークキーの使用

次の例では、emp_idが主キーです。
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オラクルコード:

create table testrowid (emp_id integer, name varchar2(10), CONSTRAINT testrowid_pk PRIMARY 
 KEY (emp_id));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values (1,DBMS_RANDOM.string('a',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (2,DBMS_RANDOM.string('b',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (3,DBMS_RANDOM.string('c',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (4,DBMS_RANDOM.string('d',4));

SELECT rowid,id,name FROM testrowid;

AAASFeAAAAAAANlAAA,1,    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB,2,    TORU
AAASFeAAAAAAANlAAC,3,    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD,4,    MKPA

UPDATE testrowid SET name = 'Rakesh' WHERE rowid = 'AAASFeAAAAAAANlAAB' ;

SELECT rowid,name FROM testrowid;
AAASFeAAAAAAANlAAA,1    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB,2    Rakesh
AAASFeAAAAAAANlAAC,3    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD,4    MKPA

PostgreSQL コード:

CREATE TABLE public.testrowid
( 
    emp_id integer, 
    name character varying, 
    primary key (emp_id)
);

insert into public.testrowid (emp_id,name)
select i, 
    left(md5(i::text), 10)
from generate_series(1, 5) s(i)

select emp_id,name from testrowid;
1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
3    "eccbc87e4b"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"

update testrowid set name = 'Rakesh' where emp_id = 3 ;

select emp_id,name from testrowid;

1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"
3    "Rakesh"

シナリオ 2: 論理主キーの使用

次の例では、emp_idが論理的な主キーです。

オラクルコード:

create table testrowid (emp_id integer, name varchar2(10) );
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values (1,DBMS_RANDOM.string('a',4));
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INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (2,DBMS_RANDOM.string('b',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (3,DBMS_RANDOM.string('c',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (4,DBMS_RANDOM.string('d',4));

SELECT rowid,id,name FROM testrowid;

AAASFeAAAAAAANlAAA,1,    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB,2,    TORU
AAASFeAAAAAAANlAAC,3,    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD,4,    MKPA

UPDATE testrowid SET name = 'Rakesh' WHERE rowid = 'AAASFeAAAAAAANlAAB' ;

SELECT rowid,name FROM testrowid;
AAASFeAAAAAAANlAAA,1    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB,2    Rakesh
AAASFeAAAAAAANlAAC,3    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD,4    MKPA

PostgreSQL コード:

CREATE TABLE public.testrowid
( 
    emp_id integer, 
    name character varying
);

insert into public.testrowid (emp_id,name)
select i, 
    left(md5(i::text), 10)
from generate_series(1, 5) s(i)

select emp_id,name from testrowid;
1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
3    "eccbc87e4b"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"

update testrowid set name = 'Rakesh' where emp_id = 3 ;

select emp_id,name from testrowid;

1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"
3    "Rakesh"

シナリオ 3: ID 属性の使用

オラクルコード:

create table testrowid (name varchar2(10));
INSERT INTO testrowid(name) values (DBMS_RANDOM.string('a',4));
INSERT INTO testrowid(name) values    (DBMS_RANDOM.string('b',4));
INSERT INTO testrowid(name) values    (DBMS_RANDOM.string('c',4));
INSERT INTO testrowid(name) values    (DBMS_RANDOM.string('d',4));

SELECT rowid,name FROM testrowid;

AAASFeAAAAAAANlAAA    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB    TORU

1763



AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle エラーコードを Amazon Aurora 

PostgreSQL 互換データベースに移行する

AAASFeAAAAAAANlAAC    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD    MKPA

UPDATE testrowid SET name = 'Rakesh' WHERE rowid = 'AAASFeAAAAAAANlAAB' ;

SELECT rowid,name FROM testrowid;
AAASFeAAAAAAANlAAA    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB    Rakesh
AAASFeAAAAAAANlAAC    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD    MKPA

PostgreSQL コード:

CREATE TABLE public.testrowid
( 
    rowid_seq bigint generated always as identity, 
    name character varying
);

insert into public.testrowid (name)
select 
    left(md5(i::text), 10)
from generate_series(1, 5) s(i)

select rowid_seq,name from testrowid;
1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
3    "eccbc87e4b"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"

update testrowid set name = 'Rakesh' where rowid_seq = 3 ;

select rowid_seq,name from testrowid;

1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"
3    "Rakesh"

Oracle データベースのエラーコードを Amazon 
Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行する
サイ・パルタサラディ (AWS) と Veeranjaneyulu Grandhi (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット ソース: Oracle ターゲット: PostgreSQL

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon Aurora

概要
このパターンは、事前定義されたメタデータテーブルを使用して Oracle データベースのエラーコードを
Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションのデータベースに移行する方法を示しています。
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Oracle データベースのエラーコードには、対応する PostgreSQL エラーコードが必ずあるとは限りませ
ん。このエラーコードの違いにより、ターゲット PostgreSQL アーキテクチャのプロシージャまたは関数
の処理ロジックを設定することが困難になる可能性があります。

PL/pgSQLプログラムにとって意味のあるソースおよびターゲットのデータベースエラーコードをメタ
データテーブルに保存することで、プロセスを簡略化できます。次に、残りのプロセスロジックを続行す
る前に、有効な Oracle Database エラーコードにフラグを立て、対応する PostgreSQL エラーコードに
マッピングするようにテーブルを設定します。Oracle Database エラーコードがメタデータテーブルにな
い場合、プロセスは例外が発生して終了します。その後、エラーの詳細を手動で確認し、プログラムで必
要な場合は新しいエラーコードを表に追加できます。

この設定を使用することで、Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースは、ソース Oracle データベー
スと同じようにエラーを処理できます。

[Note:] (メモ:) Oracle Database エラーコードを正しく処理するように PostgreSQL データベースを設定す
るには、通常、データベースとアプリケーションコードを変更する必要があります。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• インスタンスとリスナーサービスが稼働しているソース Oracle データベース
• 稼働中の Amazon Aurora PostgreSQL 互換クラスター
• Oracle データベースに関する知識
• PostgreSQL データベースに精通していること

アーキテクチャ
次の図は、データエラーコードの検証と処理のための Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースワー
クフローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. テーブルには、Oracle データベースのエラーコードと分類、およびそれと同等の PostgreSQL エラー
コードと分類が格納されています。このテーブルには、事前に定義された特定のエラーコードが有効か
どうかを分類する valid_error 列が含まれています。

2. PL/pgSQL 関数 (func_processdata) が例外をスローすると、2 番目の PL/pgSQL 関数 (error_validation) 
を呼び出します。

3. error_validation関数は、入力引数としてOracleデータベースのエラーコードを受け入れます。次に、関
数は入力エラーコードをテーブルと照合して、エラーがテーブルに含まれているかどうかを確認しま
す。

4. Oracle データベースのエラーコードがテーブルに含まれている場合、error_validation 関数は TRUE
値を返し、処理ロジックは続行されます。エラーコードがテーブルに含まれていない場合、関数は
FALSE 値を返し、プロセスロジックは例外を出して終了します。

5. 関数が FALSE 値を返すと、エラーの詳細がアプリケーションの機能リーダーによって手動で確認さ
れ、その有効性が判断されます。

6. その後、新しいエラーコードは手動でテーブルに追加されるか、追加されないかのどちらかになりま
す。エラーコードが有効でテーブルに追加されている場合、error_validation関数は次に例外が発生した
ときに TRUE 値を返します。エラーコードが無効で、例外が発生したときに処理が失敗しなければなら
ない場合、エラーコードはテーブルに追加されません。

テクノロジースタック
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• Amazon Aurora PostgreSQL
• pgAdmin
• Oracle SQL Developer

Tools
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、ス

ケーリングに役立つフルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
• pgAdmin は、オープンソースの PostgreSQL 向け管理開発ツールです。データベースオブジェクトの作

成、保守、使用を簡素化するグラフィカルインターフェイスを提供します。
• Oracle SQL Developerは無料の統合開発環境であり、従来の導入とクラウド環境のどちらにおいて

も、Oracle Databaseの開発と管理を簡素化します。

エピック
Oracle データベースのエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL と互換性のあるデータベース
に移行する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Aurora PostgreSQL 互換
データベースにテーブルを作成
します。

次の PostgreSQL テーブル作成
コマンドを実行します。

( 

    source_error_code 
 numeric NOT NULL, 

    target_error_code 
 character varying NOT NULL, 

    valid_error character 
 varying(1) NOT NULL

); 

PostgreSQL 開発者、オラク
ル、RDS/Aurora for PostgreSQL

PostgreSQL エラーコードとそれ
に対応する Oracle データベース
のエラーコードをテーブルに追
加します。

PostgreSQL の INSERT コマンド
を実行して、必要なエラーコー
ド値を error_codes テーブルに追
加します。

PostgreSQL エラーコードで
は、文字が変化するデータ型 
(SQLSTATE 値) を使用する必要
があります。Oracle エラーコー
ドには数値データ型 (SQLCODE
値) を使用する必要があります。

挿入ステートメントの例:

insert into error_codes 
 values (-1817,'22007','Y');
insert into error_codes 
 values (-1816,'22007','Y');

PostgreSQL 開発者、オラク
ル、RDS/Aurora for PostgreSQL
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タスク 説明 必要なスキル
insert into error_codes 
 values (-3114,'08006','N');

[Note:] (メモ:) Oracle 固有の 
Java データベース接続 (JDBC) 
例外が発生した場合は、そ
れらの例外を汎用的なクロス
データベース例外に置き換える
か、PostgreSQL 固有の例外に切
り替える必要があります。

エラーコードを検証するための 
PL/pgSQL 関数を作成します。

PostgreSQL 関数作成コマンドを
実行して PL/pgSQL 関数を作成
します。関数が以下を実行する
ことを確認してください。

• プログラムによってスローさ
れた Oracle エラーコードを受
け入れます。

• error_codes テーブルにエラー
コードが存在するかどうかを
確認します。

• エラーコードがメタデータ
テーブルに存在するかどう
かに基づいて、TRUE または 
FALSE の値を返します。

PostgreSQL 開発者、オラク
ル、RDS/Aurora for PostgreSQL

PL/pgSQL関数によって記録され
た新しいエラーコードを手動で
確認します。

新しいエラーコードを手動で確
認してください。

新しいエラーコードがユー
スケースに合っている場合
は、PostgreSQL INSERT コマン
ドを実行して error_codes テーブ
ルに追加します。

-または-

新しいエラーコードがユース
ケースに適さない場合は、テー
ブルに追加しないでください。
プロセスロジックは引き続き失
敗し、エラーが発生すると例外
が発生して終了します。

PostgreSQL 開発者、オラク
ル、RDS/Aurora for PostgreSQL

関連リソース
付録 A: PostgreSQL エラーコード (PostgreSQL ドキュメンテーション)

データベースエラーメッセージ (Oracle データベースのドキュメント)
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Redis ワークロードを AWS 上の Redis エンタープラ
イズクラウドに移行

アントニー・プラサド・テヴァラージ（AWS）とスリニバス・ペンディアラ（Redis）によって作成され
ました

環境:プロダクション ソース:オンプレミス (Redis また
はその他) データベース

対象:AWS 上の Redis エンタープ
ライズクラウド

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オープンソース テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:AWS DMS; 
Amazon S3

概要
このパターンでは、Redis ワークロードをAmazon Web Services (AWS) 上の Redis Enterprise Cloud に移
行するための大まかなプロセスについて説明します。移行手順について説明し、利用可能なツールの選択
に関する情報を提供し、各ツールの利点、欠点、および手順について説明します。オプションで、Redis 
からのワークロードの移行についてさらにサポートが必要な場合は、Redis プロフェッショナルサービス
を利用できます。

Redis OSS または Redis Enterprise Software をオンプレミスで運用している場合、データセンターで 
Redis データベースを維持することによる管理オーバーヘッドと運用上の複雑さをよくご存知でしょう。
ワークロードをクラウドに移行することで、この運用上の負担を大幅に軽減し、Redis が提供する完全ホ
スト型のサービスとしてのデータベース (DBaaS) である Redis Enterprise Cloud を活用できます。この
移行により、99.999% の可用性、アーキテクチャのシンプルさ、拡張性などの Redis Enterprise Cloud on 
AWS の最新機能を利用しながら、ビジネスの俊敏性を高め、アプリケーションの信頼性を向上させ、全体
的なコストを削減できます。

Redis Enterprise Cloud は、金融サービス、小売、医療、ゲームの分野だけでなく、不正検知、リアルタ
イムインベントリ、請求処理、セッション管理のためのソリューションを必要とするユースケースにも応
用できる可能性があります。Redis Enterprise Cloud を使用して AWS リソースに接続できます。たとえ
ば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行されているアプリケーションサー
バーや、AWS Lambda サービスとしてデプロイされているマイクロサービスに接続できます。

前提条件と制限
前提条件

• 現在、クラウドに移行したいオンプレミスのデータベースシステムを運用しています。
• 以下を含むワークロードの移行要件を確認しました。

• データの整合性要件
• インフラストラクチャとシステム環境の要件
• データマッピングと変換の要件
• 機能テスト要件
• パフォーマンステストの要件
• 検証要件
• 明確なカットオーバー戦略
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• 移行に必要なスケジュールとコストの見積もりを評価しました。
• 要件は、作業の範囲と、移行の一部として特定したシステムおよびデータベースを考慮に入れてくださ

い。
• 実行責任者、その役割と責任者、その役割と責任者 (RACI) マトリックスで特定できます。
• すべての利害関係者から必要な合意と承認を受けました。

費用

既存のソースデータベースの技術仕様 (メモリサイズ、スループット、合計データサイズなど) に応じ
て、Redis ソリューションアーキテクトは Redis Enterprise Cloud 上のターゲットシステムのサイズを設
定できます。 一般的な価格情報については、Redis ウェブサイトの「Redis 価格設定」を参照してくださ
い。

人材とスキル

移行プロセスには、以下の役割と責任が含まれます。

[Role] (ロール) 説明 必要なスキル

移行ソリューションアーキテク
ト

移行戦略の定義、計画、実装に
関する専門知識を持つテクニカル
アーキテクト

ソースシステムとターゲットシ
ステムに関する技術レベルおよ
びアプリケーションレベルの理
解、ワークロードのクラウドへ
の移行経験

データアーキテクト さまざまなデータベースのデータ
ソリューションの定義、実装、提
供において幅広い経験を持つテク
ニカルアーキテクト

構造化データおよび非構造化
データのデータモデリング、企
業向けデータベースの実装に関
する深い理解と経験

Redis ソリューションアーキテク
ト

適切なユースケースに最適なサイ
ズの Redis クラスターの設計を
支援できるテクニカルアーキテク
ト

さまざまなユースケースに対応
する Redis ソリューションの設
計とデプロイに関する専門知識

クラウドソリューションアーキ
テクト

クラウドソリューション、特に 
AWS に関する理解が深いテクニ
カルアーキテクト

クラウド向けソリューション構
築の専門知識、ワークロードの
移行、アプリケーションの最新
化の経験

エンタープライズアーキテクト 組織の技術状況を完全に理解
し、future ロードマップについて
共通のビジョンを持ち、組織内
のすべてのチームで標準化され
たアーキテクチャのベストプラク
ティスを実践して確立するテクニ
カルアーキテクト

TOGAFなどのソフトウェアアー
キテクチャ認定、基本的なソフ
トウェアエンジニアリングスキ
ル、ソリューションアーキテク
チャとエンタープライズアーキ
テクチャの専門知識

IT DevOps またはエンジニア インフラストラクチャの作成と保
守を担当するエンジニア。これに
は、インフラストラクチャの問題
の監視、メンテナンスタスクの実
行、および必要に応じて更新を行
うことが含まれます。

オペレーティングシステム、
ネットワーク、クラウドコン
ピューティングなどのさまざ
まなテクノロジーに関する深
い理解、Python、Bash、Ruby
などのプログラミング言語
や、Docker、Kubernetes、Ansible
などのツールに精通しているこ
と
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アーキテクチャ
マイグレーションオプション

次の図は、オンプレミス (Redis ベースまたはその他の) データソースを AWS に移行するためのオプショ
ンを示しています。Redis データベース (RDB) ファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
にエクスポートする、Redis レプリケーション機能を使用する、AWS DMS を使用するなど、選択できる
移行ツールがいくつか示されています。

1. オンプレミスデータソース:MySQL、PostgreSQL、オラクル、SQL サーバー、MariaDB など、Redis を
ベースにしていないデータベース。 

2. オンプレミスデータソース:Redis OSS や Redis エンタープライズソフトウェアなどの Redis プロトコ
ルベースのデータベース。

3. Redis ベースのデータベースからデータを移行する最も簡単な方法は、RDB ファイルをエクスポートし
て、AWS 上のターゲット Redis Enterprise Cloud にインポートすることです。

4. または、Redis のレプリケーション機能 (ReplicaOf) を使用して、ソースからターゲットにデータを
移行することもできます。

5. データ移行要件にデータの変換が含まれる場合は、Redis 入出力ツール (RIOT) を使用してデータを移
行できます。

6. または、AWS Data Migration Service (AWS DMS) を使用して SQL ベースのデータベースからのデータ
を移行できます。 

7. AWS DMS の仮想プライベートクラウド (VPC) ピアリングを使用して、AWS 上のターゲット Redis 
Enterprise Cloud にデータを正常に移行する必要があります。

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Redis Enterprise Cloud on AWS の一般的なデプロイアーキテクチャを示し、これを主要な 
AWS サービスで使用する方法を示しています。

1. AWS 上の Redis Enterprise Cloud に支えられているビジネスアプリケーションに接続できます。
2. ビジネスアプリケーションは、自分の AWS アカウントで、そのアカウント内の VPC で実行できま

す。
3. Redis Enterprise Cloud データベースエンドポイントを使用してアプリケーションに接続できます。

例としては、EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションサーバー、AWS Lambda Service 
(Amazon ECS)、Amazon EElastic Container Service (Amazon ECS)、Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS) アプリケーションなどがあります。

4. VPC で実行されるビジネスアプリケーションには、Redis エンタープライズクラウド VPC への VPC ピ
ア接続が必要です。これにより、ビジネスアプリケーションはプライベートエンドポイントを介して安
全に接続できます。

5. Redis Enterprise Cloud on AWS は、AWS に DBaaS としてデプロイされたインメモリー NoSQL デー
タベースプラットフォームで、Redis によって完全に管理されています。

6. Redis エンタープライズクラウドは、Redis が作成した標準 AWS アカウントの VPC 内にデプロイされ
ます。

7. セキュリティ上の理由から、Redis Enterprise Cloud はプライベートエンドポイントとパブリックエン
ドポイントの両方からアクセスできるプライベートサブネットにデプロイされています。クライアント
アプリケーションをプライベートエンドポイントの Redis に接続することをお勧めします。パブリッ
クエンドポイントを使用する予定の場合は、TLS を有効にしてクライアントアプリケーションと Redis 
Enterprise Cloud 間のデータを暗号化することを強くお勧めします。
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Redis の移行方法論は、AWS 規範的ガイダンスウェブサイトの「組織を動員して大規模な移行を加速させ
る」で説明されている AWS の移行方法論と一致しています。

自動化とスケール

移行のための環境設定タスクは、自動化と拡張のためのAWS ランディングゾーンとコードとしてのイン
フラストラクチャ (IaC) テンプレートを使用して自動化できます。これらについては、このパターンのエ
ピックセクションで説明しています (p. 1774)。

Tools
データ移行の要件に基づいて、AWS 上の Redis Enterprise Cloud にデータを移行するための技術オプショ
ンを選択できます。以下の表では、これらのツールについて説明し、比較しています。

ツール 説明 利点 欠点

RDB のエクスポートと
インポート

ソース (Redis OSS や 
Redis エンタープライズ
ソフトウェアなど) デー
タベースからデータを 
RDB ファイル形式でエ
クスポートします。デー
タベースが Redis OSS 
クラスターを通じて提供
されている場合は、各マ
スターシャードを RDB 
にエクスポートします。

次に、すべての RDB 
ファイルを 1 つのス
テップでインポートし
ます。ソースデータベー
スが OSS Cluster に基
づいているが、ターゲッ
トデータベースが OSS 
Cluster API を使用して
いない場合は、標準の 
Redis クライアントライ
ブラリを使用するように
アプリケーションのソー
スコードを変更する必要
があります。

データ変換要件または
論理データベース結合
には、より複雑なプロセ
スが必要です。これにつ
いては、この表の後半の
「論理データベースの結
合」で説明しています。

• 単純な。
• RDB 形式のデータ

をソースとしてエク
スポートできる任意
の Redis ベースのソ
リューション (Redis 
OSS と Redis エン
タープライズソフト
ウェアを含む) で動作
します。

• シンプルなプロセスで
データの一貫性を実現
します。

• データ変換要件に対応
しておらず、論理的な
データベース結合もサ
ポートしていません。

• 大規模なデータセット
の場合は時間がかかり
ます。

• デルタ移行がサポート
されていないと、ダウ
ンタイムが長くなる可
能性があります。

Redis レプリケーション
機能 (アクティブ/パッシ
ブ)

Redis OSS、エンター
プライズソフトウェ
ア、またはエンター
プライズクラウドデー
タベースのデータを 
Redis Enterprise Cloud 
データベースに継続的

• 連続レプリケーション
をサポートします (最
初のデータロードとそ
れに続くデルタ)。

• ダウンタイムはほとん
どありません (レプリ

• アクティブにするサイ
トは1つだけなので、
サイト間の切り替えは
より複雑です。

• OSS クラスターから
移行する場合、最大 
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に複製できます。最初
の同期の後、Redis の
レプリケーション機能 
(ReplicaOf) はデルタ
移行を実行します。つま
り、アプリケーションの
ダウンタイムはほとんど
発生しません。

Redis のレプリケーショ
ン機能は、アクティブ/
パッシブな方法で使用す
ることを目的としていま
す。ターゲットはパッシ
ブと見なされ、完全に再
同期 (ソースデータベー
スからフラッシュおよび
同期) されます。そのた
め、ソースとターゲット
の切り替えはやや複雑で
す。

OSS クラスターのすべ
てのマスターシャード
をソースとして指定す
ることで、Redis OSS 
クラスターから標準の
クラスター化された 
Redis Enterprise Cloud 
データベースに複製す
ることができます。ただ
し、Redis のレプリケー
ション機能では、最大 
32 のソースデータベー
スを使用できます。

ケーションの遅延によ
ります)。

• データの整合性を確保
する。

32 のマスターシャー
ドをサポートします。

AWS DMS AWS DMS を使用し
て、ダウンタイムを最小
限に抑えデータを対応し
ているソースデータベー
スから Redis データス
トアに移行できます。
詳細については、AWS 
DMS ドキュメントの
「AWS DMS のター
ゲットとしての Redis 
の使用」を参照してくだ
さい。

• NoSQL と SQL の両
方のデータソースの移
行をサポートします。

• 他の AWS のサービス
とうまく連携する。

• ライブ移行と変更デー
タキャプチャ (CDC) 
のユースケースをサ
ポート

• Redis のキー値に
は、% などの特殊文
字を含めることはでき
ません。

• 行またはフィールド名
に特殊文字を含むデー
タの移行はサポートし
ていません。

• 完全なラージバイナ
リオブジェクト (LOB) 
モードはサポートして
いません。
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論理データベース結合 特別なデータベース統
合要件には、カスタムの
データ移行ソリューショ
ンが必要な場合があり
ます。たとえば、Redis 
OSS には 4 つの論理
データベース (SELECT 
0..3) があっても、
データを複数の Redis 
Enterprise Cloud データ
ベースに移動する代わ
りに、1 つのデータベー
スエンドポイントを使
用したい場合がありま
す。Redis Enterprise は
選択可能な論理データ
ベースをサポートして
いないため、ソースデー
タベースの物理データ
モデルを変換する必要
があります。たとえば、
各データベースインデッ
クスをプレフィックス 
(0tousr、1 tocmp など) 
にマップし、移行スクリ
プトまたは抽出、変換、
ロード (ETL) ツールを
使用して RDB ファイル
を出力し、それをター
ゲットデータベースにイ
ンポートできます。

• カスタムスクリプトを
使用して、ターゲット
システムへの移行中の
データ形成をきめ細か
く制御します。

 

• 移行を完了しないこと
にした場合、特に新し
いデータをソースシス
テムにロールバック
する必要がある場合、
ロールバックは非常に
困難です。

• 1 回限りの移行のた
めの 1 回限りのソ
リューションを構築す
ることが目標の場合、
構築コストが高くなる
可能性があります。

• 移行要件が頻繁に変
更される場合、コー
ド、インフラストラ
クチャ、開発時間、お
よびその他の領域のメ
ンテナンスコストが高
くなる可能性がありま
す。

 

さらに、AWS のツールとサービスが利用できます。

評価および発見ツール:

• AWS Application Discovery Service
• マイグレーションエバリュエーター

アプリケーションとサーバーの移行ツール:

• AWS Application Migration Service

データベース移行ツール:

• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)
• AWS Database Migration Service (AWS DMS)

データ移行ツール:

• AWS Storage Gateway
• AWS DataSync
• AWS Direct Connect
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• AWS Snowball
• Amazon Kinesis Data Firehose

マイグレーション管理:

• AWS Migration Hub

AWS パートナーソリューション:

• AWS 移行コンピテンシーパートナー

叙事詩
発見と評価のタスクを完了する

タスク 説明 必要なスキル

ワークロードを特定 移行する適切なワークロード候
補を特定します。移行するワー
クロードを選択する前に、以下
を検討してください。

• このワークロードを移行する
か、移行しないかのビジネス
上の価値は何か?

• このワークロードがターゲッ
トシステムに正常に移行され
ない場合の緊急時対応計画は
ありますか?

理想的には、リスクを最小限に
抑えながら、ビジネスに最大の
影響を与えるワークロードを選
択してください。プロセス全体
を繰り返し行い、少しずつ移行
してください。

データアーキテクト、ビジネス
チャンピオン、移行プロジェク
トスポンサー

データソースと要件を特定し、
データモデルを設計します。

Redisは、発見を早め、プロジェ
クトの移行計画を定義するため
のワークショップを開催してい
ます。このワークショップの一
環として、Redis チームはデータ
ソースとソースデータモデルの
要件を特定し、これらを Redis 
Enterprise Cloud でどのように
再モデル化できるかを分析しま
す。

Redis 移行チーム (プロフェッ
ショナルサービス) は、お客様の
組織と詳細なデータモデル設計
を行います。この演習の一環と
して、Redis チームは次のことを
行います。

Redis ソリューションアーキテク
ト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
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タスク 説明 必要なスキル
• ターゲット Redis データ構造

を識別します。
• データマッピング戦略を定義

します。
• 移行アプローチと推奨事項を

文書化します。
• データモデルを関係者とレ

ビューして最終化します。

ソースデータベースの特性を特
定する。

ソース環境とターゲット環境で
使用されている Redis 製品を特
定します。例:

• ソースデータベースは OSS ク
ラスターデータベース、スタ
ンドアロン Redis データベー
ス、または Redis エンタープ
ライズデータベースですか?

• ターゲットデータベースは 
Redis Enterprise 標準データ
ベースですか、それとも OSS 
クラスター互換データベース
ですか?

• アプリケーションのソース
コードにはどのような影響が
ありますか?

データアーキテクト

現在のシステム SLA とその他の
サイジング指標を収集します。

スループット (1 秒あたりの操
作数)、レイテンシー、データ
ベースごとの全体的なメモリサ
イズ、および高可用性 (HA) 要件
の観点から示される現在のサー
ビスレベル契約 (SLA) を決定し
ます。

データアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル

ターゲットシステムの特性を特
定する。

次の質問に対する回答を確認し
てください。

• どのくらいの量のデータを移
行する必要がありますか?

• 指定の量のデータを移行する
には、どれくらいの時間がか
かりますか?

• 移行のダウンタイム要件はど
のようなものですか? サービス
またはアプリケーションが特
定の期間利用できなくなって
も問題ありませんか？ もしそ
うなら、どれくらいの間？

• 移行するデータにはどの程度
一貫性があるべきか? ターゲッ
トデータベースが少し一貫性
のない (古くなった) 状態にな
ることはありませんか?

• データをターゲットデータ
ベースに読み込む前に変換
する必要がありますか? (例
えば、移行する前に、選択可
能な DB インデックスをプレ
フィックスに変換できます)

• ソースデータベースには、
ターゲットデータベースのホ
スト (たとえば、ピア VPC か
ら、または暗号化を使用する
パブリックエンドポイントか
ら) からアクセスできますか?

• Redis テクニカルアーキテク
トによるデータサイジングと 
Redis クラスターサイジングの
演習を行います。

• ネットワーク要件、インフラ
ストラクチャ要件、ソフト
ウェアバージョン、およびソ
フトウェアライセンスを特定
し、移行前にコンポーネント
を調達します。

• このデータの転送に関連する
セキュリティ上の問題はあり
ますか？

データアーキテクト、Redis ソ
リューションアーキテクト (オプ
ション)
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タスク 説明 必要なスキル

依存関係を特定する。 移行する現在のシステムの上流
と下流の依存関係を特定しま
す。移行作業が、他の依存シス
テム移行と整合していることを
確認してください。たとえば、
他のビジネスアプリケーション
をオンプレミスから AWS クラウ
ドに移行することを計画してい
る場合は、それらのアプリケー
ションを特定し、プロジェクト
の目標、タイムライン、および
利害関係者に基づいて調整しま
す。

データアーキテクト、エンター
プライズアーキテクト

移行ツールを特定する。 データ移行の要件 (ソースデータ
やダウンタイムの要件など) に
応じて、前述の「ツール」セク
ションで説明したツールのいず
れかを使用できます (p. 1771)。
さらに、次のことが行えます。

• CRDB デプロイメントを使用
した双方向 (アクティブ-アク
ティブ) レプリケーション

• カスタムのエクスポート/イ
ンポートスクリプト (DUMP/
RESTOREコマンドの使用など)

• RIOT、ECStats2、ETLツール
などのその他のエクスポート/
インポートツールとヘルパー
ツール。

• Terraform や AWS 
CloudFormation テンプレート
などの IaC ツール。

移行ソリューションアーキテク
ト、Redis ソリューションアーキ
テクト

緊急時対応計画を作成します。 移行中に問題が発生した場合に
備えて、ロールバックするため
の緊急時対応計画を立ててくだ
さい。

プロジェクト管理、建築家を含
む技術チーム

セキュリティとコンプライアンスのタスクを完了

タスク 説明 必要なスキル

Redis 管理コンソールを保護しま
す。

管理コンソールを保護するに
は、Redis ドキュメントの指示に
従ってください。

IT インフラストラクチャ管理者

Redis データベースを保護しま
す。

Redis ドキュメントの以下のペー
ジを参照してください。

• ロールベースのアクセス制御
を定義します。
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タスク 説明 必要なスキル
• ネットワークセキュリティを

定義します。
• TLS を有効にします。

Redis クラウド API をセキュリ
ティで保護します。

API を有効にすると、Redis 
Cloud アカウントのすべての所
有者の API キーを管理できま
す。API のセキュリティ機能の概
要については、Redis ウェブサイ
トの API 認証ドキュメントを参
照してください。

IT インフラストラクチャ管理者

新しい環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

AWS で新しい環境をセットアッ
プします。

このタスクには以下が含まれま
す。

• AWS ランディングゾーン
のセットアップアクティビ
ティ。landing zone は以下をサ
ポートします。
• マルチアカウントデプロイ

メント
• 最低限のセキュリティベー

スライン
• セキュリティベースライン

と ISV の前提条件 (ネット
ワーク、セキュリティ設定
など) を新しいアカウントに
自動的にプロビジョニング
する方法

• 通知、集中ロギング、モニ
タリング

• ISV ソフトウェア設定アクティ
ビティ。これには、製品や
ワークロードの設定や変更な
ど、移行に含める必要のある
構成が含まれます。

• AWS CloudFormation または 
Terraform テンプレートの設定
やカスタマイズなどの IaC ア
クティビティ

IT DevOps またはエンジニア

移行アーキテクチャをデプロイ
します。

1. AWS に Redis エンタープライ
ズクラウドをセットアップし
ます。

2. RIOT や AWS DMS などの移
行ツールをインストールし
ます。使用可能なツールのリ
ストについては (p. 1771)、

IT DevOps またはエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
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タスク 説明 必要なスキル
「ツール」セクションを参照
してください。

3. アプリケーション、マイグ
レーション、データベース
レイヤー間の接続を確立しま
す。

4. 各レイヤーを流れるサンプル
ワークロードを作成し、少量
のサンプルデータを移行しま
す。

これで、実際のデータ移行パイ
プラインを実行してテストする
準備ができました。

ネットワークをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

接続を確立します。 オンプレミスのインフラストラ
クチャと AWS クラウドリソー
ス間の接続を確立します。こ
の機能を実現するには、セキュ
リティグループ、AWS Direct 
Connect、およびその他のリソー
スを使用してください。詳細に
ついては、AWS ウェブサイト
の「AWS にデータセンターを
Connect」を参照してください。

IT DevOps またはエンジニア

VPC ピアリング接続をセット
アップする。

ビジネスアプリケーションを実
行する VPC (または移行ツールま
たは AWS DMS レプリケーショ
ンサーバーを実行する EC2 イ
ンスタンス) と Redis Enterprise 
Cloud を実行する VPC の間の 
VPC ピアリングを確立します。
手順については、Amazon VPC 
ドキュメントの「Amazon VPC 
を使い始める」を、Redis ドキュ
メントの「VPC ピアリングを
有効にする」を参照してくださ
い。

IT DevOps またはエンジニア

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

データ移行ツールを選択してく
ださい。

「ツール (p. 1771)」セクション
の表を参照して、これらのツー

移行ソリューションアーキテク
ト

1779

http://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/connect-data-center-to-aws/
http://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/connect-data-center-to-aws/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-getting-started.html
https://docs.redis.com/latest/rc/security/vpc-peering/
https://docs.redis.com/latest/rc/security/vpc-peering/
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エンタープライズクラウドに移行

タスク 説明 必要なスキル
ルの説明、利点、および欠点を
確認してください。

• RDS エクスポートとインポー
ト

• Redis レプリケーション機能 
(ReplicaOf)

• AWS DMS
• 論理データベース結合

次の行は、各ツールに関連する
データ移行タスクを示していま
す。

オプション 1: RDB のエクスポー
トとインポートを使用する。

1. ソースを切断する:(ビジネスア
プリケーションを切断するな
どして) ソースデータベースの
トラフィックを停止します。

2. エクスポート:ソースデータ
ベースのデータを RDB ファ
イルとしてエクスポートしま
す。

3. ステージ:AWS 上の Redis 
Enterprise Cloud インスタンス
にアクセスできる場所にデー
タをアップロードします (た
とえば、S3 バケットや FTP 
サーバーにアップロードでき
ます)。

4. インポート:RDB ファイルを 
(1 つのインポートステップで
すべて一覧表示して) Redis 
Enterprise Cloud ターゲット
データベースにインポートし
ます。

5. カットオーバー:ターゲット
データベースに移動します (た
とえば、アプリケーション接
続をそのデータベースに接続
して)。

詳細については、Redis のドキュ
メントを参照してください。

移行ソリューションアーキテク
ト、Redis ソリューションアーキ
テクト
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タスク 説明 必要なスキル

オプション 2: Redis のレプリ
ケーション機能 (アクティブ/パッ
シブ) を使用する。

1. データベースを
Connect:ReplicaOf ソース
データベースとターゲット
データベース間のリンクを確
立します。

2. 初期同期の実行:ソースデー
タベースとターゲットデータ
ベース間の初期同期が完了す
るまで待ちます。

3. ソースを切断する:(アプリケー
ションを切断するなどして) 
ソースデータベースのトラ
フィックを停止します。

4. デルタレプリケーションの実
行:デルタがターゲットデータ
ベースにレプリケートされる
まで待ちます。

5. カットオーバー:ターゲット
データベースに移動します (ア
プリケーションをそのデータ
ベースに接続するなどして)。

6. 削除:ReplicaOfソースデー
タベースとターゲットデータ
ベース間のリンクを削除しま
す。

詳細については、Redis のドキュ
メントを参照してください。

移行ソリューションアーキテク
ト、Redis ソリューションアーキ
テクト
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タスク 説明 必要なスキル

オプション 3: AWS DMS を使用
する。

1. AWS DMS レプリケーション
インスタンスのセットアップ:
このインスタンスはすべての
移行プロセスを実行します。
手順については、AWS DMS 
ドキュメントの「AWS DMS 
レプリケーションインスタン
スの使用」を参照してくださ
い。

2. ソースデータベースの定義:
ソースエンドポイントを定義
します。ソースエンドポイン
トと AWS DMS レプリケー
ションサーバー間の接続を
テストします。手順について
は、AWS DMS ドキュメント
の「ソースエンドポイントと
ターゲットエンドポイントの
作成」を参照してください。

3. ターゲットデータベースの
セットアップ:AWS 上の Redis 
Enterprise Cloud をセットアッ
プし、移行先のデータベース
を設定します。

4. ターゲットデータベースの定
義:ターゲットエンドポイント
を定義します。AWS DMS が
実行されている VPC と AWS 
上の Redis エンタープライズ
クラウドをホストする VPC の
間に VPC ピアリングが確立さ
れていることを確認してくだ
さい。AWS DMS レプリケー
ションサーバーとターゲット
データベース間の接続をテス
トします。

5. AWS DMS タスクの作成:デー
タの移行に使用するテーブル
とレプリケーションプロセス
を定義するタスクまたはタス
クセットを作成します。手順
については、AWS DMS ド
キュメントの「AWS DMS タ
スクの操作」を参照してくだ
さい。

6. 移行:AWS DMS タスクを実行
してデータを移行します。

7. カットオーバー:ターゲット
データベースに移動します (ア
プリケーションをそのデータ
ベースに接続するなどして)。

移行ソリューションアーキテク
ト、Redis ソリューションアーキ
テクト
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エンタープライズクラウドに移行

タスク 説明 必要なスキル

オプション 4: 論理データベース
マージを使用する。

このオプションでは、ソース
データベースの物理データモデ
ルを変換して RDB ファイルを生
成できる移行スクリプトまたは 
ETL ツールを使用する必要があ
ります。必要に応じて、Redis プ
ロフェッショナルサービスがこ
のステップを支援します。

移行ソリューションアーキテク
ト、Redis ソリューションアーキ
テクト

アプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル

プロジェクト管理のタイムライ
ンと目標を調整します。

アプリケーションレイヤーの移
行プロジェクトの目標、マイル
ストーン、タイムラインを Redis 
データ移行プロジェクトの目標
と一致させてください。

プロジェクト管理

テストアクティビティを調整し
ます。

アプリケーションレイヤーを 
AWS クラウドに移行してモダナ
イズしたら、アプリケーション
レイヤーを AWS 上に新しく移行
した Redis Enterprise Cloud にポ
イントしてテストします。

テスト

テスト

タスク 説明 必要なスキル

テストプランの導入 導入段階で開発されたデータ移
行ルーチンとスクリプトを、
テスト要件に従って、お客様の
サイトのテスト環境で実行しま
す。

テスト

データの品質をテストする。 データを移行したら、データの
品質をテストします。

テスト

テスト機能 データクエリとアプリケーショ
ンレイヤーをテストして、アプ
リケーションがソースシステム
と同じレベルで実行されている
ことを確認します。

テスト

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

カットオーバーを決定してくだ
さい。

アプリケーションレベルとデー
タベースレベルのテストがすべ

プロジェクト管理、ビジネス
チャンピオン
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タスク 説明 必要なスキル
て完了したら、経営幹部チーム
と利害関係者は、テストチーム
によって確認された最終結果に
基づいて、AWS の新しい環境に
移行するかどうかの最終決定を
下します。

AWS クラウドに切り替えてくだ
さい。

すべてが整っていることを確認
したら、アプリケーションレイ
ヤーは新しく移行されたデータ
を指し、クライアントは AWS 上
の新しい Redis Enterprise Cloud 
システムに基づいて実行されて
いる新しいアプリケーションレ
イヤーを指します。

IT DevOps またはエンジニ
ア、データアーキテクト、移
行ソリューションアーキテク
ト、Redis ソリューションアーキ
テクト

関連リソース
Redis リソース

• Redis エンタープライズクラウドドキュメント
• RIOT ツール (GitHub リポジトリ)
• Terraform プロバイダー (ダウンロード)

AWS リソース

• デモ移行
• AWS パートナーソリューション
• ドキュメント
• ブログ投稿
• ホワイトペーパー
• チュートリアルとビデオ
• AWS クラウド移行
• AWS Prescriptive Guidance

追加情報
Redis ワークロードを AWS クラウドに移行するための標準的なセキュリティ要件については、AWS ウェ
ブサイトの「セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンスのベストプラクティス」を、Redis 
ウェブサイトの Customer Trust Center を参照してください。

AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上
の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移
行する

アミット・クマール (AWS) とアンキット・グプタが作成
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環境:PoC またはパイロット ソース:SAP ASE ターゲット:PostgreSQL 互換の
Aurora

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:SAP テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:AWS DMS; AWS 
SCT

概要
このパターンでは、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と AWS Database Migration Service (AWS 
DMS) を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされている SAP 
アダプティブサーバーエンタープライズ (SAP ASE) データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エ
ディションに移行する方法について説明します。このパターンは、保存されたオブジェクトのデータ定義
言語 (DDL) 変換とデータ移行の両方に焦点を当てています。

Aurora PostgreSQL 互換のため、オンライントランザクション処理 (OLTP) ワークロードがサポートされ
ています。このマネージドサービスでは、必要に応じて自動的にスケーリングする構成が提供されます。
アプリケーションのニーズに基づいて、データベースを自動的に起動、シャットダウン、スケールアッ
プ、またはスケールダウンできます。データベースインスタンスを管理しなくても、データベースをク
ラウドで実行できます。Aurora PostgreSQL 互換のため、使用頻度が低く、断続的、または予測不可能な
ワークロードのための、コスト効率の高いオプションが提供されています。

移行プロセスは次の 2 つのフェーズで構成されています。

• AWS SCT によるデータベーススキーマの変換
• AWS DMS を使用してデータを移行する

両方のフェーズの詳細な手順は、エピックセクションに記載されています。SAP ASE データベースで 
AWS DMS を使用する際の問題のトラブルシューティングについては、AWS DMS ドキュメントの「SAP 
ASE に関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• サーバー、データベース、リスナーサービスが稼働している EC2 インスタンス上のソース SAP ASE 

データベース
• ターゲットとなる Aurora PostgreSQL 互換データベース

機能制限

• 接続のポート番号は、5432 でなければなりません。
• huge_pages 機能はデフォルトでオンになっていますが、変更できます。
• Point-in-time 回復 (PITR) の詳細度は 5 分です。
• クロスリージョンレプリケーションは現在使用できません。
• Aurora データベースの最大ストレージサイズは 128 TiB です。
• 最大 15 個のリードレプリカを作成できます。
• テーブルサイズの制限は Aurora クラスターボリュームのサイズによってのみ制限されるため、Aurora 

PostgreSQL 互換 DB クラスターの最大テーブルサイズは 32 TiB です。大きいテーブルの分割など、
テーブル設計のベストプラクティスにしたがうことをお勧めします。
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Troubleshooting.html#CHAP_Troubleshooting.SAP
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製品バージョン

• ソースデータベース:AWS DMS は現在、SAP ASE 15、15.7、16.x をサポートしています。SAP ASE 
バージョンのサポートに関する最新情報については、AWS DMS ユーザーガイドを参照してください。

• ターゲットデータベース:PostgreSQL 9.4 以降 (バージョン 9.x 用)、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x。サ
ポートされている PostgreSQL の最新バージョンについては、AWS DMS ユーザーガイドを参照してく
ださい。

• Amazon Aurora 1.x 以降。最新情報については、Aurora ドキュメントの「Aurora PostgreSQL 互換リ
リースとエンジンバージョン」を参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Amazon EC2 で稼働している SAP ASE データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Aurora PostgreSQL 互換データベース

マイグレーションアーキテクチャ

Tools
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、およ

びスケーリングに役立つ、フルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンで
す。

• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとほとんどのカスタムコー
ドをターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行
をサポートします。

• AWS DMS では、いくつかの異なるソースおよびターゲットデータベースがサポートされています。詳
細については、AWS DMS ドキュメントの「データ移行のソース」と「データ移行のターゲット」を参
照してください。最も包括的なバージョンと機能のサポートのためには、最新バージョンの AWS DMS 
を使用することをお勧めします。 

叙事詩
環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

ソース EC2 インスタンスでネッ
トワークアクセスを設定しま
す。

ソース SAP ASE データベースを
ホストする EC2 インスタンスに
セキュリティグループを設定し
ます。

手順については、Amazon EC2 
ドキュメントの Linux インスタン
ス用の「Amazon EC2 セキュリ
ティグループ」を参照してくだ
さい。

システム管理者
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.SAP.html
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タスク 説明 必要なスキル

ターゲット Aurora PostgreSQL 
と互換性のある DB クラスターを
作成します。

ターゲットデータベース用の 
Aurora PostgreSQL 互換クラス
ターをインストール、設定、起
動します。

詳細については、Aurora ドキュ
メントの「Amazon Aurora DB ク
ラスターの生成」を参照してく
ださい。

DBA

ターゲット DB クラスターの認証
を設定します。

ターゲットデータベースのセ
キュリティグループとファイア
ウォールを設定します。

手順については、Aurora ドキュ
メントの「Amazon Aurora DB ク
ラスターの作成」を参照してく
ださい。

DBA、システム管理者

AWS SCT でデータベーススキーマを変換する

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を起動します。 AWS SCT ドキュメントの指示
に従って AWS SCT を起動しま
す。

AWS SCT では、SAP ASE ソー
スデータベースのデータベース
スキーマをターゲットとなる 
Aurora PostgreSQL 互換性のあ
る形式に自動変換するための、
プロジェクトベースのユーザー
インターフェイスが用意されて
います。

DBA

AWS SCT エンドポイントを作成
します。

ソース SAP ASE データベースと
ターゲット PostgreSQL データ
ベースのエンドポイントを作成
します。

手順については、AWS SCT の
ドキュメントを参照してくださ
い。

DBA

評価レポートの生成。 データベース移行評価レポート
を作成して、移行を評価し、互
換性のないオブジェクトや機能
を検出します。

手順については、AWS SCT の
ドキュメントを参照してくださ
い。

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

スキーマを変換します。 AWS SCT ドキュメントの指示に
従ってデータベーススキーマを
変換します。

DBA

データベースオブジェクトを検
証します。

AWS SCT がデータベースオブ
ジェクトを変換できない場合、
その名前やその他の詳細を識別
します。これらのオブジェクト
は手動で変換する必要がありま
す。

これらの不一致を特定するに
は、AWS ブログ記事「SAP ASE 
から PostgreSQL 用 Amazon 
RDS または Amazon Aurora 
PostgreSQL に移行した後にデー
タベースオブジェクトを検証
する」に記載されている手順に
従ってください。

DBA

AWS DMS の移行を分析する

タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのデータ
ベースのバージョンを検証しま
す。

SAP ASE データベースのバー
ジョンで AWS DMS との互換性
を確認してください。

詳細については、AWS DMS ド
キュメントの「AWS DMS の
ソース」と「AWS DMS のター
ゲット」を参照してください。

DBA

ストレージタイプと容量の要件
を確認してください。

ソースデータベースのサイズに
基づいて、ターゲットデータ
ベースに適したストレージ容量
を選択します。

DBA、システム管理者

レプリケーションインスタンス
のインスタンスタイプ、容量、
その他の機能を選択します。

要件を満たすインスタンスタイ
プ、容量、ストレージ機能、
ネットワーク機能を選択してく
ださい。

ガイダンスについては、AWS 
DMS ドキュメントの「移行に適
した AWS DMS レプリケーショ
ンインスタンスの選択」を参照
してください。

DBA、システム管理者

ネットワークアクセスのセキュ
リティ要件を特定します。

ソースおよびターゲットのデー
タベースのネットワークアク
セスセキュリティ要件を確認す
る。

DBA、システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
AWS DMS ドキュメントの「レ
プリケーションインスタンス
用のネットワークのセットアッ
プ」のガイダンスに従ってくだ
さい。

データを移行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS で移行タスクを作成
してデータを移行します。

データを移行するには、タスク
を作成し、AWS DMS ドキュメ
ントの指示に従います。

最新バージョンの AWS DMS を
使用することをお勧めします。

DBA

データを検証します。 データがソースデータベースか
らターゲットデータベースに正
確に移行されたことを確認する
ため、AWS DMS ドキュメント
に記載されているデータ検証ガ
イドラインに従ってください。

DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーション移行戦略を特
定してください。

アプリケーションをクラウドに
移行するための 7 つの戦略 (7R)
のいずれかを選択してくださ
い。

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

アプリケーション移行戦略に
従ってください。

ターゲットデータベースの DNS 
接続詳細の更新や動的クエリ
の更新など、アプリケーション
チームが指定したデータベース
タスクを完了します。 

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

ターゲットデータベースへの切り替え

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

接続をソースデータベースから
ターゲットデータベースに切り
替えます。

詳細については、リレーショ
ナルデータベースの移行戦略
の「カットオーバー」セクショ
ンを参照してください。

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ACM を使用して Windows SSL 証明書
をApplication Load Balancer に移行する

プロジェクトを閉じます

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

移行タスク、レプリケーション
インスタンス、エンドポイン
ト、その他の AWS SCT および 
AWS DMS リソースをすべて終
了します。

詳細については、AWS DMS の
ドキュメントを参照してくださ
い。

DBA、システム管理者

プロジェクト文書を確認して検
証します。

プロジェクト文書のすべてのス
テップを検証して、すべてのタ
スクが正常に完了したことを確
認します。

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

プロジェクトを閉じます。 移行プロジェクトを終了し、
フィードバックがあれば提供し
てください。

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

関連リソース
リファレンス:

• Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスの暗号化接続を有効にする (AWS Prescriptive Guidance)
• pg_transport (AWS Prescriptive Guidance) を使用して 2 つの Amazon RDS DB インスタンス間で 

PostgreSQL データベースを転送する
• Amazon Aurora 価格
• Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションのベストプラクティス
• AWS SCT のドキュメント
• AWS DMS のドキュメント
• AWS DMS のソースとして SAP ASE データベースを使用する

チュートリアルとビデオ

• AWS Database Migration Service 開始
• AWS Database Migration Service (ビデオ)

ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication 
Load Balancer に移行する

チャンドラ・セカール・ヤラタ (AWS) によって作成されました

R タイプ: プラットフォーム変更 ソース: Windows ウェブアプリ
ケーション

ターゲット: Application Load 
Balancer
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ACM を使用して Windows SSL 証明書
をApplication Load Balancer に移行する

作成者: AWS 環境: 本番稼働用 テクノロジー: 管理とガバナン
ス、ウェブサイトとウェブアプ
リ、移行

ワークロード: Microsoft AWS サービス: Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Certificate 
Manager (ACM)

概要
このパターンは、AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、Windows サーバー上の Microsoft イン
ターネットインフォメーションサービス (IIS) でオンプレミスでホストされているウェブサイトから既存の
セキュアソケットレイヤー (SSL) 証明書を移行するためのガイダンスを提供します。その後、SSL 証明書
は AWS の Elastic Load Balancing で使用できます。SSLは、データを保護し、身元を確認し、検索エンジ
ンのランキングを向上させ、ペイメントカード業界データセキュリティ基準（PCI DSS）の要件を満たす
のに役立ち、顧客の信頼を高めます。これらのワークロードを管理する開発者とITチームは、IISサーバー
やWindows ServerなどのWebアプリケーションとインフラストラクチャがベースラインポリシーに常に準
拠していることを望んでいます。

このパターンでは、既存の SSL 証明書を Windows IIS から手動でエクスポートし、それを AWS アカウン
トの ACM にインポートする、アプリケーション用のApplication Load Balancer を作成する、インポート
した証明書を使用するようにApplication Load Balancer を設定する、などが該当します。その後、HTTPS
接続はApplication Load Balancer で終了するため、ウェブサーバー上で追加の構成オーバーヘッドは必要
ありません。詳細については、Application Load Balancer 用の HTTPS リスナーの作成を参照してくださ
い。

Windows サーバーは、.pfx/.p12 ファイルを使用して公開鍵ファイル (SSL 証明書) とその固有の秘密鍵
ファイルを格納します。認証局 (CA) から公開鍵ファイルが提供されます。サーバーを使用して、証明書署
名要求 (CSR) が作成された関連する秘密鍵ファイルを生成します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。ターゲットが使用する各アベイラビリティーゾーンで少なくとも 1 つ
のプライベートサブネットを持つ Virtual Private Cloud (VPC) がある必要があります。パブリックサブ
ネットには、ネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイとリモートデスクトップゲートウェイイン
スタンスが含まれている必要があります。

• IIS 上で動作する Web アプリケーション。
• オンプレミスの IIS Windows サーバー上の管理者ロール。 
• Windows サーバーの場合、AWS へのフルインターネットアクセス。

機能制限

• Web サイトには、1 つの HTTP プロトコルと 1 つの HTTPS プロトコルをバインドできます。プロトコ
ルは、それぞれポート tcp/80 と tcp/443 にバインドされます。

製品バージョン

• Windows サーバー 2012 以降で実行されている IIS バージョン 8.0 以上
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ACM を使用して Windows SSL 証明書
をApplication Load Balancer に移行する

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• データが暗号化された接続 (HTTPS) で安全に転送されるように、SSL を使用する任意の HTTP サー
バー (IIS、Apache HTTP サーバー、NGINX) の実装

ソースアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

• AWS アカウントの ACM 証明書
• インポートした証明書を使用するように設定されたApplication Load Balancer
• プライベートサブネット内の Windows サーバーインスタンス

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS Certificate Manager — AWS Certificate Manager (ACM) は、AWS のサービスで使用するために、

パブリックおよびプライベートのセキュア・ソケットレイヤー/トランスポート層セキュリティ (SSL/
TLS) 証明書をのプロビジョニング、管理、デプロイするためのサービスです。SSL/TLS 証明書は、
ネットワーク通信を保護し、インターネット上のウェブサイトやプライベートネットワーク上のリソー
スの ID を確立するために使用されます。ACM は、SSL/TLS 証明書の購入、アップロード、更新という
時間のかかる手動プロセスを不要にします。

• Elastic Load Balancing-Elastic Load Balancing は、受信したアプリケーショントラフィックを複数
のターゲット Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、IP アドレス、AWS 
Lambda 関数などの複数のターゲットに自動的に分散させます。

叙事詩
.pfx ファイルをエクスポートする

タスク 説明 必要なスキル

Windows サーバーから.pfx ファ
イルをエクスポートします。

SSL 証明書を Windows Server 
のオンプレミス IIS マネージャー
から.pfx ファイルとしてエクス
ポートするには、次の操作を
行います。(1) [スタート]、[管
理]、[インターネットインフォ
メーションサービス (IIS) マネー
ジャー] を選択します。(2) サー
バー名を選択し、「セキュリ
ティ」で「サーバー証明書」を
ダブルクリックします。(3) エ

SysAdmin/顧客
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ACM を使用して Windows SSL 証明書
をApplication Load Balancer に移行する

タスク 説明 必要なスキル
クスポートする証明書を選択
し、「エクスポート」を選択
します。(4)「証明書のエクス
ポート」ポップアップボックス
で、.pfxファイルの場所、パス、
名前を選択します。(5) .pfx ファ
イルのパスワードを指定して確
認します。[Note:] (メモ:) このパ
スワードは、.pfx ファイルをイン
ストールするときに必要です。
(6)「OK」を選択します。これ
で、.pfx ファイルが指定した場所
とパスに保存されるはずです。

.pfx ファイルのパスワードを入力
します。

.pfx ファイルのエクスポート中
に、プロンプトが表示された
ら、.pfx ファイルに指定したパス
ワードを入力します。

SysAdmin/顧客

ACM に証明書をインポートする

タスク 説明 必要なスキル

証明書をインポートする準備を
します。

ACM コンソールで、[証明書のイ
ンポート] を選択します。

クラウド管理者

証明書の本文を入力してくださ
い。

[証明書本文] では、インポート
する PEM エンコードされた証明
書を貼り付けます。このストー
リーやその他のストーリーで説
明されているコマンドと手順の
詳細については、このパターン
の最後にある「関連リソース」
セクションのリンクを参照して
ください。

クラウド管理者

証明書のプライベートキーを指
定します。

[証明書のプライベートキー] で
は、PEM エンコードされ、暗
号化されていないプライベート
キー (証明書のパブリックキー) 
を貼り付けます。

クラウド管理者

証明書チェーンを指定します。 [証明書チェーン] では、PEM エ
ンコードされた証明書チェーン
を貼り付けます。PEM エンコー
ドされた証明書チェーンは、
「CertificateChain.pem」という
ファイルに保存されます。

クラウド管理者

証明書をインポートします。 [確認してインポート] を選択しま
す。証明書に関する情報を確認
し、[インポート] を選択します。

クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
メッセージングキューをマイクロソフト
アズールから Amazon SQS に移行する

Application Load Balancer の作成

タスク 説明 必要なスキル

ロードバランサーとリスナーを
設定します。

ロードバランサーとリスナーを
作成します。ポート 443 に 2 つ
目のリスナー (HTTPS) を追加し
ます。

クラウド管理者

HTTPS リスナーのセキュリティ
設定を指定します。

証明書とセキュリティポリシー
を設定します。

クラウド管理者

セキュリティグループとター
ゲットグループを設定します。

[ターゲットタイプ] で [インスタ
ンス] を選択します。

クラウド管理者

ターゲットグループのターゲッ
トを設定します。

[次へ] を選択します。ターゲット
を登録します。」 インスタンス 
ID でターゲットを登録します。

クラウド管理者

ロードバランサーを作成しま
す。

[次へ] を選択します。レ
ビュー。」 [レビュー] ページで 
[作成] を選択します。ロードバラ
ンサーが作成されたら、[Close] 
を選択します。

クラウド管理者

関連リソース
ACM に証明書をインポートする

• ACM コンソール
• インポートのための証明書とキー形式
• 証明書をインポートする

Application load load load load Balancer の作成

• Application load load load load Balancer の作成

リファレンス:

• AWS Certificate Manager ユーザーガイド

Microsoft Azure サービスバスから Amazon SQS への
メッセージングキューの移行

ニシャ・ガンビル (AWS) によって作成されました

R タイプ: プラットフォーム変更 ソース: Azure サービスバス
キューを使用するアプリケー
ション

ターゲット: Amazon SQS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
メッセージングキューをマイクロソフト
アズールから Amazon SQS に移行する

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロットのリ
クエスト

テクノロジー: ウェブサイトと
ウェブアプリ、移行

ワークロード: Microsoft AWS サービス: Amazon SQS

概要
このパターンでは、.NET Framework または.NET Core ウェブアプリケーションまたはコンソールアプリ
ケーションを Microsoft Azure Service Bus キューメッセージングプラットフォームから Amazon Simple 
Queue Service (Amazon SQS) に移行する方法を示しています。

アプリケーションは、メッセージングサービスを使用して、他のアプリケーションにデータを送信した
り、他のアプリケーションからデータを受信したりします。これらのサービスは、分離された拡張性の高
いマイクロサービス、分散システム、およびサーバーレスアプリケーションをクラウドで構築するのに役
立ちます。

Azure Service Bus キューは、キューイングとパブリッシュ/サブスクライブメッセージをサポートする広
範な Azure メッセージングインフラストラクチャの一部です。 

Amazon SQS は、フルマネージドのメッセージキューイングサービスであり、マイクロサービス、分散シ
ステム、およびサーバーレスアプリケーションの疎結合化とスケーリングを可能にします。Amazon SQS 
は、メッセージ指向ミドルウェアの管理と運用に伴う複雑さとオーバーヘッドを排除し、開発者が差別化
作業に集中できるようにします。Amazon SQS を使用すると、メッセージを失うことなく、他のサービス
を使用できるようにしなくても、ソフトウェアコンポーネント間でメッセージを送信、保存、受信できま
す。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント 
• Azure Service Bus キューを使用する.NET Framework または.NET Core Web またはコンソールアプリ

ケーション (サンプルコード添付)

製品バージョン

• .NET Framework 3.5 以降、.NET Core 1.0.1、2.0.0 以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Azure Service Bus キューを使用してメッセージを送信する .NET (コアまたはフレームワーク) Web アプ
リケーションまたはコンソールアプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon SQS

Tools
Tools

1795



AWS 規範的ガイダンス パターン
メッセージングキューをマイクロソフト
アズールから Amazon SQS に移行する

• Microsoft Visual Studio

Code

Amazon SQS用のAWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成するには:

1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. 左側のナビゲーションペインで、[Policies] (ポリシー)、[Create policy] (ポリシーの作成) の順にクリッ
クします。

3. [JSON] タブを選択して、次のコードを貼り付けます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Sid": "VisualEditor0", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "sqs:DeleteMessage", 
            "sqs:GetQueueUrl", 
            "sqs:ChangeMessageVisibility", 
            "sqs:SendMessageBatch", 
            "sqs:ReceiveMessage", 
            "sqs:SendMessage", 
            "sqs:GetQueueAttributes", 
            "sqs:ListQueueTags", 
            "sqs:ListDeadLetterSourceQueues", 
            "sqs:DeleteMessageBatch", 
            "sqs:PurgeQueue", 
            "sqs:DeleteQueue", 
            "sqs:CreateQueue", 
            "sqs:ChangeMessageVisibilityBatch", 
            "sqs:SetQueueAttributes" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:sqs:*:<AccountId>:*" 
      }, 
      { 
         "Sid": "VisualEditor1", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "sqs:ListQueues", 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

4. [ポリシーの確認] を選択し、名前を入力して、[ポリシーの作成] を選択します。

5. 新しく作成したポリシーを既存の IAM ロールにアタッチするか、新しいロールを作成します。

叙事詩
Amazon SQSをAWS でセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

Amazon SQS IAMポリシーを作
成する。

Amazon SQS へのアクセスを提
供する IAM ポリシーを作成しま

システムエンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
メッセージングキューをマイクロソフト
アズールから Amazon SQS に移行する

タスク 説明 必要なスキル
す。サンプルポリシーについて
は、「Code」を参照してくださ
い。

AWS プロファイルを作成しま
す。

PowerShell コマンド Set-の 
AWS ツールを実行して、新し
いプロファイルを作成します
AWSCredential。このコマンド
は、アクセスキーとシークレッ
トキーを、指定したプロファ
イル名のデフォルトの認証情報
ファイルに保存します。以前に
作成した Amazon SQS ポリシー
をこのアカウントにリンクしま
す。AWS Access Key IDおよび
シークレットアクセスキーは保
持します。これらは、次の手順
で必要になります。

システムエンジニア

SQS キューを作成する。 標準キューまたは先先アウト 
(FIFO) キューを作成できます。
手順については、「Reference」
を参照してください。

システムエンジニア

.NET アプリケーションコードの改訂

タスク 説明 必要なスキル

AWS Toolkit for Visual Studio を
インストールします。

このツールキットは、.NET アプ
リケーションを容易に構築して 
AWS にデプロイできるようにす
る Microsoft Visual Studio の拡張
機能です。インストールと使用
方法については、「参考資料」
セクションのリンクを参照して
ください。

アプリケーションデベロッパー

AWSSDK.SQS NuGet パッケー
ジをインストールします。

AWSSDK.SQS をインストー
ルするには、Visual Studio で 
[ NuGet Package 管理] を選択
するか、[インストールPackage 
AWSSDK .SQS] コマンドを実行
します。

アプリケーションデベロッパー

.NET AWSCredentials アプリ
ケーションにオブジェクトを作
成します。

添付ファイルのサンプ
ルアプリケーションに
は、AWSCredentials を継承
する Basic オブジェクトの
作成方法が示されています 
AWSCredentials。以前のアクセ
スキー ID とシークレットアクセ
スキーを使用するか、実行時に
ユーザープロファイルの一部と
してオブジェクトに.aws フォル

アプリケーションデベロッパー
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アズールから Amazon SQS に移行する

タスク 説明 必要なスキル
ダーからこれらを選択させるこ
とができます。

SQS クライアントオブジェクト
を作成します。

.NET フレームワーク用の 
SQS クライアントオブジェ
クト (AmazonSQSClient ア
ント) を作成します。これは 
Amazon.sqs 名前空間の一部
です。このオブジェクトは
QueueClient、Microsoft.Azure の
一部である I の代わりに必要で
す。 ServiceBus 名前空間。

アプリケーションデベロッパー

SendMessageAsync メソッドを
呼び出して SQS キューにメッ
セージを送信します。

キューにメッセージを送信する
コードを変更して、を使用して
ください amazonSqsClient。 
SendMessageAsync 方法。詳細
については、添付のコードサン
プルを参照してください。

アプリケーションデベロッパー

ReceiveMessageAsync メソッ
ドを呼び出し、SQS キューから
メッセージを受信します。

メッセージを受信するコー
ドを変更して、を使用してく
ださい amazonSqsClient。 
ReceiveMessageAsync 方法。詳
細については、添付のコードサ
ンプルを参照してください。

アプリケーションデベロッパー

DeleteMessageAsync メソッドを
呼び出して SQS キューからメッ
セージを削除します。

メッセージを削除するに
は、QueueClient からコードを
変更します。 CompleteAsync へ
のメソッド amazonSqsClient. 
DeleteMessageAsync 方法。詳細
については、添付のコードサン
プルを参照してください。

アプリケーションデベロッパー

関連リソース
• .NET 用 AWS SDK 開発者ガイド
• Amazon SQS を使用したメッセージング
• AWS SDK for .NET を使用した Amazon SQS キューの作成と使用
• Amazon SQS メッセージを送信する
• Amazon SQS キューからメッセージを受信する
• Amazon SQS キューからメッセージを削除する
• AWS Toolkit for Visual Studio

追加情報
このパターンには次の 2 つのサンプルアプリケーションが含まれます (添付ファイルのセクションを参
照)。

• AzureSbTestAppには、Azure サービスバスキューを使用するコードが含まれます。
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• AmazonSqsTestAppAmazon SQS を使用します。これは.NET Core 2.2 を使用するコンソールアプリ
ケーションで、メッセージの送受信の例が含まれています。

注記:

• Queue Client はQueueClient、マイクロソフト.Azure の一部である I のオブジェクトです。 ServiceBus 
名前空間 (Microsoft.Azure に含まれています。 ServiceBus NuGet パッケージ)。

• amazonSqsClient は、Amazon.SQS 名前空間の一部である AmazonSQS クライアントのオブジェクト
です ( AWSSDK.SQS NuGet パッケージに含まれています)。

• コードが実行されている場所 (EC2 で実行されている場合など) によっては、ロールに SQS キューに書
き込む権限が必要です。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベー
スを AWS に移行する

サンパス・カサーベル (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション ソース:オラクル PeopleSoft 対象:Amazon RDS for Oracle

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オラクル テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:AWS DMS; アマ
ゾン RDS

概要
PeopleSoftオラクルは、企業全体のプロセスを対象としたエンタープライズ・リソース・プランニング
（ERP）ソリューションです。 PeopleSoft には、クライアント、アプリケーション、データベースの 3 層
アーキテクチャがあります。 PeopleSoft Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) で実行でき
ます。

Oracle データベースを Amazon RDS に移行すると、Amazon Web Services (AWS) がバックアップタスク
と高可用性を処理するので、 PeopleSoft アプリケーションとその機能のメンテナンスに集中できます。移
行プロセス中に考慮すべき主な要素の包括的なリストについては、AWS Prescriptive Guidance の「Oracle 
データベース移行戦略」を参照してください。

このパターンは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) と Oracle Data Pump およびその変更デー
タキャプチャ (CDC) 機能を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に
移行するソリューションを提供します。

Oracle などの重要な ERP アプリケーションを移行する場合 PeopleSoft、ダウンタイムを最小限に抑える
ことが重要です。AWS DMS は、ソースデータベースからターゲットデータベースへのフルロードと継続
的なレプリケーションをサポートすることで、ダウンタイムを最小限に抑えます。また、AWS DMS は移
行のリアルタイムモニタリングとログ記録機能を備えているため、ダウンタイムの原因となる可能性のあ
る問題を特定して解決するのに役立ちます。
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AWS DMS を使用して変更を複製する場合、AWS DMS がデータベースログから変更を読み取るための開
始点として、時刻またはシステム変更番号 (SCN) を指定する必要があります。AWS DMS がこれらの変更
にアクセスできるようにするには、これらのログに一定時間サーバー上でアクセスできるようにすること
が重要です。

前提条件と制限
前提条件

• ターゲットデータベースとして AWS クラウド環境の Oracle データベース用 Amazon RDS をプロビ
ジョニングしました。

• オンプレミスまたは AWS クラウドの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon Elastic Compute Cloud 
Amazon EC2) で実行される Oracle PeopleSoft Database。

注:このパターンはオンプレミスから AWS への移行を目的としていますが、Amazon EC2 インスタン
スで Oracle Database を使用してテストされています。オンプレミスから移行するには、適切なネット
ワーク接続を設定する必要があります。

• スキーマの詳細 Oracle PeopleSoft アプリケーションを Amazon RDS for Oracle に移行する場合、移行
する Oracle データベーススキーマ (などSYSADM) を特定する必要があります。移行プロセスを開始する
前に、スキーマに関する以下の詳細情報を収集してください。
• サイズ
• オブジェクトタイプごとのオブジェクトの数
• 無効なオブジェクトの数

この情報は、移行プロセスに役立ちます。

機能制限

• このシナリオは、 PeopleSoft DEMO データベースでのみテストされています。大規模なデータセット
ではテストされていません。

アーキテクチャ
次の図は、Oracle データベースをソースデータベースとして、Amazon RDS for Oracle データベースを
ターゲットデータベースとして実行しているインスタンスを示しています。データは Oracle Data Pump 
を使用してソース Oracle データベースからターゲット Amazon RDS for Oracle データベースにエクス
ポートおよびインポートされ、AWS DMS を使用して CDC の変更に対してレプリケートされます。

1. 最初のステップでは、Oracle Data Pump を使用してソースデータベースからデータを抽出し、その
データを Amazon RDS for Oracle データベースターゲットに送信します。

2. データは、ソースデータベースから AWS DMS のソースエンドポイントに送信されます。
3. ソースエンドポイントから、データは AWS DMS レプリケーションインスタンスに送信され、そこでレ

プリケーションタスクが実行されます。
4. レプリケーションタスクが完了すると、データは AWS DMS のターゲットエンドポイントに送信されま

す。
5. ターゲットエンドポイントから、データは Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスに送信さ

れます。

Tools
AWS サービス
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• AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、AWS クラウドに移行したり、クラウドセッ
トアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間にデータストアを移行できます。

• Amazon RDS for Oracle Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリ
レーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。

その他のサービス

• Oracle Data Pumpを使用すると、データやメタデータをあるデータベースから別のデータベースに高速
に移動できます。

ベストプラクティス
LOB の移行

ソースデータベースに、ターゲットデータベースに移行する必要があるラージバイナリオブジェクト 
(LOB) が含まれている場合、AWS DMS には次のオプションがあります。

• フル LOB モード — AWS DMS は、サイズに関係なく、すべての LOB をソースデータベースからター
ゲットデータベースに移行します。移行には時間がかかりますが、データが切り捨てられないというメ
リットがあります。パフォーマンスを向上させるには、新しいレプリケーションインスタンスに別のタ
スクを作成して、LOB が数メガバイトを超えるテーブルを移行できます。

• 制限付き LOB モード — LOB 列データの最大サイズを指定します。これにより、AWS DMS はリソース
を事前に割り当て、LOB を一括適用できます。LOB 列のサイズがタスクで指定されたサイズを超える
と、AWS DMS はデータを切り捨て、AWS DMS ログファイルに警告を送信します。LOB データサイズ
が Limited LOB サイズ内にある場合は、Limited LOB モードを使用するとパフォーマンスを向上させる
ことができます。

• インライン LOB モード — 小規模 LOB と大規模 LOB の両方を複製することで、データを切り
捨てたり、タスクのパフォーマンスを低下させたりすることなく LOB を移行できます。まず、 
InlineLobMaxSize パラメータの値を指定します。この値は、Full LOB モードが true に設定されている場
合にのみ使用できます。AWS DMS タスクは小さな LOB をインラインで転送するため、効率が向上しま
す。AWS DMS は、ソーステーブルからルックアップを実行して、大きな LOB を移行します。ただし、
インライン LOB モードは全負荷フェーズでのみ機能します。

シーケンス値の生成

AWS DMS での変更データキャプチャプロセスでは、インクリメンタルシーケンス番号はソースデータ
ベースから複製されないことに注意してください。シーケンス値の不一致を避けるには、すべてのシーケ
ンスのソースから最新のシーケンス値を生成し、それをターゲット Amazon RDS for Oracle データベース
に適用する必要があります。

認証情報管理

AWS リソースを保護するために、AWS Identity and Access Management Management Management and 
Access Management Management Management and Access Management Management Management and 
Access Management Management and Access Management Man

叙事詩
AWS DMS レプリケーションインスタンスをソースとターゲットのエンドポイントでプロビジョ
ニングします

タスク 説明 必要なスキル

テンプレートをダウンロードし
ます。

DMS_Instance.yaml AWS 
CloudFormation テンプレートを

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ダウンロードして、AWS DMS 
レプリケーションインスタンス
とそのソースエンドポイントと
ターゲットエンドポイントをプ
ロビジョニングします。

スタックの作成を開始します。 1. AWS マネジメントコン
ソールで、を選択しま
すCloudFormation。

2. [スタックの作成] を選択しま
す。

3. [テンプレートの指定] で、[テ
ンプレートファイルのアップ
ロード] を選択します。

4. [Choose file] (ファイルの選択) 
を選択します。

5. DMS_instance.yamlファイ
ルを選択します。

6. [Next] (次へ) を選択します。

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル

パラメータを指定します。 1. [スタック名] に、スタック名
を入力します。

2. [AWS DMS インスタンスパラ
メータ] で、次のパラメータを
入力します。
• DMSInstanceType — ビ

ジネスニーズに基づい
て、AWS DMS レプリケー
ションインスタンスに必要
なインスタンスを選択しま
す。

• DMSStorageSize — 移行の
サイズに基づいて、AWS 
DMS インスタンスのスト
レージサイズを入力しま
す。

3. 「ソース Oracle データベース
設定」で、次のパラメータを
入力します。
• SourceOracleEndpointID — 

ソース Oracle データベース
サーバー名

• SourceOracleDatabaseName— 
ソースデータベースのサー
ビス名またはセッション ID 
(SID)（該当する場合）

• SourceOracleUserName— 
ソースデータベースの
ユーザー名 (デフォルトは 
system)

• SourceOracledbPassword
— ソースデータベースの
ユーザー名のパスワード

• SourceOracleDBPort — 
ソースデータベースポート

4. 「Oracle データベースのター
ゲット RDS 設定」で、次のパ
ラメータを入力します。
• TargetRDSOracleEndpoint 

ID — ターゲット RDS デー
タベースエンドポイント

• TargetRdsOracleDatabaseName
— ターゲット RDS データ
ベース名

• TargetRSOracleUserName
— ターゲット RDS ユー
ザー名

• ターゲット RDS OracleDB 
パスワード — ターゲット 
RDS パスワード

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
• TargetOracleDBPort — ター

ゲット RDS データベース
ポート

5. VPC、サブネット、セキュリ
ティグループの設定で、次の
パラメータを入力します。
• VPCID — レプリケーション

インスタンスの VPC
• VPCSecurityGroupId — レ

プリケーションインスタン
スの VPC セキュリティグ
ループ

• DMSSubnet1 — アベイラ
ビリティーゾーン 1 のサブ
ネット

• DMSSubnet2 — アベイラ
ビリティーゾーン 2 のサブ
ネット

6. [Next] (次へ) を選択します。

スタックを作成します。 1. [スタックオプションの設定]
ページの [タグ] に、オプショ
ンの値を入力します。

2. [Next] (次へ) を選択します。
3. [確認] ページで詳細を確認

し、[送信] を選択します。

プロビジョニングは、約 5 ～ 10 
分で完了するはずです。AWS 
CloudFormation スタックのペー
ジに CREATE_COMPLETE と表
示されれば完了です。

クラウド管理者、DBA

エンドポイントを設定します。 1. AWS マネジメントコンソール
から、[データベース移行サー
ビス] を選択します。

2. [リソース管理] で、[レプリ
ケーションインスタンス] を選
択します。

3. [リソース管理] で [エンドポイ
ント] を選択します。

クラウド管理者、DBA

接続をテストします。 ソースエンドポイントとター
ゲットエンドポイントのステー
タスが [アクティブ] になった
ら、接続をテストします。各エ
ンドポイント (ソースとターゲッ
ト) で [テストを実行] を選択し、
ステータスが「成功」と表示さ
れることを確認します。

クラウド管理者、DBA
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Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle PeopleSoft データベースからスキーマをエ
クスポートします

タスク 説明 必要なスキル

SCN を生成します。 ソースデータベースがアクティ
ブでアプリケーションで使用中
の場合は、Oracle Data Pump 
を使用してデータのエクスポー
トを開始します。Oracle Data 
Pump によるエクスポート中の
データの一貫性と、AWS DMS 
での変更データキャプチャの
開始点の両方のために、最初に
ソースデータベースからシステ
ム変更番号 (SCN) を生成する必
要があります。

ソースデータベースから現在の 
SCN を生成するには、次の SQL 
文を入力します。

SQL> select name from v
$database;
SQL> select name from v
$database;
NAME
---------
PSFTDMO
SQL> SELECT current_scn FROM 
 v$database;
CURRENT_SCN
-----------
23792008

生成された SCN を保存して、
データをエクスポートするとき
や AWS DMS レプリケーション
タスクを作成するときに使用し
ます。

DBA

パラメータファイルを作成しま
す。

スキーマをエクスポートするた
めのパラメータファイルを作成
するには、次のコードを使用で
きます。

$ cat exp_datapmp.par
userid=system/*******
directory=DATA_PUMP_DIR
logfile=export_dms_sample_user.log
dumpfile=export_dms_sample_data_
%U.dmp
schemas=SYSADM
flashback_scn=23792008

注:要件に応じ
て、DATA_PUMP_DIR次のコマン

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ドを使用して独自に定義するこ
ともできます。

SQL> CREATE OR REPLACE 
 DIRECTORY DATA_PUMP_DIR AS 
 '/opt/oracle/product/19c/
dbhome_1/dmsdump/';
Directory created.
SQL> GRANT READ, WRITE ON 
 DIRECTORY DATA_PUMP_DIR TO 
 system;
Grant succeeded.
SQL>
SQL> SELECT owner, 
 directory_name, 
 directory_path FROM 
 dba_directories WHERE 
 directory_name='DATA_PUMP_DIR';
OWNER DIRECTORY_NAME 
 DIRECTORY_PATH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYS DATA_PUMP_DIR /opt/
oracle/product/19c/dbhome_1/
dmsdump/
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タスク 説明 必要なスキル

スキーマをエクスポートしま
す。

エクスポートを実行するに
は、expdpユーティリティを使
用します。

$ expdp 
 parfile=exp_datapmp.par
.......................
Transferring the dump file 
 with DBMS_FILE_TRANSFER to 
 Target:
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XML_TEMPLT_LNG" 
 6.320 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XML_TEMPLT_LNK" 
 6.328 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XML_XLATDEF_LNG" 
 6.320 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XML_XLATITM_LNG" 
 7.171 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XPQRYRUNCNTL" 
 7.601 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XPQRYRUNPARM" 
 7.210 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_AMOUNTS" 
 9.351 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_DATA" 16.58 
 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_EE" 6.75 KB 
 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_W2CP_AMOUNTS" 
 9.414 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_W2CP_DATA" 
 20.94 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_W2C_AMOUNTS" 
 10.27 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_W2C_DATA" 
 20.95 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_ZBD_JOBCODE_TBL" 
 14.60 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PTGRANTTBL" 5.468 
 KB 0 rows
Master table 
 "SYSTEM"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" 
 successfully loaded/
unloaded
**

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
Dump file set for 
 SYSTEM.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 
 is:
/opt/oracle/product/19c/
dbhome_1/dmsdump/
export_dms_sample_data_01.dmp
Job 
 "SYSTEM"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" 
 successfully completed at 
 Mon Dec 19 20:13:57 2022 
 elapsed 0 00:38:22

Oracle データポンプを使用して Amazon RDS for Oracle PeopleSoft データベースにスキーマをイ
ンポートします。

タスク 説明 必要なスキル

ダンプファイルをターゲットイ
ンスタンスに転送します。

を使用してファイルを転送する
にはDBMS_FILE_TRANSFER、
ソースデータベースから Amazon 
RDS for Oracle インスタンスへ
のデータベースリンクを作成す
る必要があります。リンクが確
立されたら、ユーティリティを
使用して Data Pump ファイルを 
RDS インスタンスに直接転送で
きます。

または、データポンプファイ
ルを Amazon RDS for Amazon 
RDS for Oracle Storage Service 
に転送してから、Amazon RDS 
for Oracle Database Database 
Service (Amazon RDS for Oracle 
Storage Service (Amazon RDS 
for Oracle Storage Service) この
オプションの詳細については、
「追加情報」セクションを参照
してください。

ターゲットの DBORARDSDB イン
スタンスに接続するデータベー
スリンクを作成するには、移行
元のデータベースで次のコマン
ドを実行します。

$sqlplus / as sysdba
$ SQL> create database link 
 orardsdb connect to admin 
 identified by "*****" using 
 '(DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(HOST 
 = testpsft.*******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT = 1521))(CONNECT_DATA 

DBA
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Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する

タスク 説明 必要なスキル
 = (SERVER = DEDICATED) 
 (SERVICE_NAME = orcl)))';
Database link created.

データベースリンクをテストし
ます。

データベースリンクをテストし
て、sqlplus を使用して Amazon 
RDS for Oracle ターゲットデー
タベースに接続できることを確
認します。

SQL>
SQL> select name from v
$database@orardsdb;
NAME
---------
ORCL
SQL>

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

ダンプファイルをターゲット
データベースに転送します。

ダンプファイルを Amazon RDS 
for Oracle データベースにコピー
するには、DATA_PUMP_DIRデ
フォルトのディレクトリを使用
するか、次のコードを使用して
独自のディレクトリを作成でき
ます。

exec 
 rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory(p_directory_name 
 => ‘TARGET_PUMP_DIR’);

次のスクリプトでは、
ソースインスタンスの
名前のダンプファイル
を、export_dms_sample_data_01.dmpと
いう名前のデータベースリン
クを使用してターゲットの 
Amazon RDS for Oracle RDS for 
Oracleorardsdb データベース
にコピーします。

$ sqlplus / as sysdba
SQL>
BEGIN
DBMS_FILE_TRANSFER.PUT_FILE(
source_directory_object => 
 'DATA_PUMP_DIR',
source_file_name => 
 'export_dms_sample_data_01.dmp',
destination_directory_object 
 => 'TARGET_PUMP_DIR’',
destination_file_name => 
 'export_dms_sample_data_01.dmp',
destination_database => 
 'orardsdb'
);
END;
/
PL/SQL procedure 
 successfully completed.

DBA

ターゲットデータベースのダン
プファイルを一覧表示します。

PL/SQL プロシージャが完了し
たら、次のコードを使用して 
Amazon RDS for Oracle データ
ベースにデータダンプファイル
をリストできます。

SQL> select * from table 
 (rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory 
 => ‘TARGET_PUMP_DIR’));

DBA
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タスク 説明 必要なスキル

ターゲットデータベースでイン
ポートを開始します。

インポートプロセスを開始する
前に、データダンプファイルを
使用して、ターゲット Amazon 
RDS for Oracle データベースに
ロール、スキーマ、テーブルス
ペースを設定します。

インポートを実行するに
は、Amazon RDS マスターユー
ザーアカウントを使用してター
ゲットデータベースにアクセ
スし、Amazon RDS for Oracle 
Databasetnsnames.ora を含む
ファイル内の接続文字列名を使
用しますtns-entry。必要に応
じて、データダンプファイルを
別のテーブルスペースまたは別
のスキーマ名でインポートする
再マップオプションを含めるこ
とができます。

インポートを開始するには、次
のコードを使用します。

impdp admin@orardsdb 
 directory=TARGET_PUMP_DIR 
 logfile=import.log 
 dumpfile=export_dms_sample_data_01.dmp

インポートを正常に実行するに
は、インポートログファイル
にエラーがないかどうかを確
認し、オブジェクト数、行数、
無効なオブジェクトなどの詳細
を確認してください。無効なオ
ブジェクトがある場合は、それ
らを再コンパイルします。さら
に、ソースとターゲットのデー
タベースオブジェクトを比較し
て、一致していることを確認し
ます。

DBA

CDC を使用して AWS DMS レプリケーションタスクを作成し、ライブレプリケーションを実行し
ます

タスク 説明 必要なスキル

レプリケーションタスクを作成
します。

以下の手順を使用して AWS 
DMS レプリケーションタスクを
作成します。

1. AWS DMS コンソールの [変換
と移行] で、[データベース移
行タスク] を選択します。

クラウド管理者、DBA
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タスク 説明 必要なスキル
2. [タスク設定] の [タスク識別子] 

に、タスク識別子を入力しま
す。

3. レプリケーションインスタン
スの場合は、作成した DMS 
レプリケーションインスタン
スを選択します。

4. [ソースデータベースエンドポ
イント] で、ソースエンドポイ
ントを選択します。

5. [ターゲットデータベースエン
ドポイント] で、ターゲット 
Amazon RDS for Oracle デー
タベースを選択します。

6. [移行タイプ] には、[データ変
更のみを複製] を選択します。
補足ログを有効にする必要が
あるというメッセージが表示
された場合は、「追加情報」
セクションの指示に従ってく
ださい。

7. [タスク設定] で、[ログシーケ
ンス番号を指定] を選択しま
す。

8. [システム変更番号] には、
ソース Oracle データベースか
ら生成した Oracle データベー
ス SCN を入力します。

9. [検証を有効にする] を選択し
ます。

10.[ CloudWatch ログを有効にす
る] を選択します。

この機能を有効にすると、
データと Amazon CloudWatch
ログを検証して AWS DMS レ
プリケーションインスタンス
のログを確認できます。

11.「選択ルール」で、以下を入
力します。
• [スキーマ] で、[スキーマの

入力] を選択します。
• [スキーマ名] に SYSADM と

入力します。
• [テーブル名] に% と入力し

ます。
• [アクション] で [含める] を

選択します。
12.「変換ルール」で、以下を入

力します。
• [ターゲット] で [テーブル] 

を選択します。
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タスク 説明 必要なスキル
• [スキーム名] で、[スキーマ

を入力] を選択します。
• [スキーマ名] に SYSADM と

入力します。
• 「アクション」 で、「名前

を変更」を選択します。
13.[Create task] (タスクの作成) 

を選択します。

タスクを作成すると、CDC 起
動モードで提供した SCN から 
CDC が Amazon RDS for Oracle 
データベースインスタンスに移
行されます。 CloudWatch ログ
を確認して確認することもでき
ます。

ターゲットの Amazon RDS for Oracle Database データベーススキーマを確認する

タスク 説明 必要なスキル

データ転送を検証します。 AWS DMS タスクが開始された
ら、[タスク] ページの [テーブル
統計] タブをチェックして、デー
タに加えられた変更を確認でき
ます。

進行中のレプリケーションのス
テータスは、コンソールの [デー
タベース移行タスク] ページで監
視できます。

詳細については、「AWS DMS 
データ検証」を参照してくださ
い。

クラウド管理者、DBA

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

レプリケーションの使用停止 レプリケーション手順を中止
し、ソースアプリケーション
サービスを停止します。

クラウド管理者、DBA

PeopleSoft 中間層を起動しま
す。

PeopleSoft ターゲットの中間層
アプリケーションを AWS で起動
し、最近移行した Amazon RDS 
for Oracle データベースに転送し
ます。

DBA、 PeopleSoft 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
アプリケーションにアクセス
すると、すべてのアプリケー
ション接続が Amazon RDS for 
Oracle データベースで確立され
ていることがわかります。

ソースデータベースをオフにし
ます。

ソースデータベースへの接続が
なくなったことを確認したら、
オフにできます。

DBA

関連リソース
• AWS Database Migration Service 開始
• AWS Database Migration Service ベストプラクティス
• Oracle データベースの AWS クラウドへの移行

追加情報
Amazon S3 を使用してファイルを転送する

Amazon S3 にファイルを転送するには、AWS CLI または Amazon S3 コンソールを使用できます。ファイ
ルを Amazon S3 に転送したら、Amazon RDS for Oracle インスタンスを使用して Amazon S3 からデータ
ポンプファイルをインポートできます。

別の方法として Amazon S3 統合を使用してダンプファイルを転送する場合は、次の手順を実行してくだ
さい。

1. S3 バケットを作成します。
2. Oracle Data Pump を使用して、移行元のデータベースからデータをエクスポートします。
3. データポンプファイルを S3 バケットにアップロードします。
4. S3 バケットからターゲットの Amazon RDS for Oracle Database Database データポンプファイルをダ

ウンロードします。
5. データポンプファイルを使用してインポートを実行します。

注:S3 インスタンスと RDS インスタンスの間で大きなデータファイルを転送するには、Amazon S3 
Transfer Acceleration 機能を使用することをお勧めします。

補足ログを有効にする

ソースデータベースで継続的なレプリケーションの補足ロギングを有効にするという警告メッセージが表
示された場合は、次の手順を実行してください。

SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (FOREIGN KEY) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS;
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ベースを Amazon RDS に移行する

オンプレミスの MySQL データベースを Amazon RDS 
に移行する

ロレンゾ・モタ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:オンプレミスの MySQL 
データベース

ターゲット:Amazon RDS for 
MySQL

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オープンソース テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
このパターンは、オンプレミスの MySQL データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) に移行するためのガイダンスを提供します。このパターンでは、AWS Database Migration Service 
(AWS DMS) または mysqldbcopy や mysqldump などのネイティブ MySQL ツールを使用して、データ
ベースを完全移行する方法について説明しています。このパターンは、主に DBA とソリューションアーキ
テクト向けです。小規模または大規模なプロジェクトで、テスト手順 (少なくとも 1 回のテストサイクル
を推奨します) として、または最終的な移行手順として使用できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの MySQL ソースデータベース

機能制限

• データベースのサイズ制限:64 TB

製品バージョン

• MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0 サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS 
ドキュメントの「Amazon RDS 上の MySQL」を参照してください。AWS DMS を使用している場合
は、「AWS DMS で現在サポートされている MySQL バージョンの AWS DMS のターゲットとして 
MySQL 互換データベースを使用する」も参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスの MySQL データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS DB MySQL
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ベースを Amazon RDS に移行する

ターゲットアーキテクチャ

  次の図表は、移行後のターゲット Amazon RDS for MySQL の実装を示しています。

AWS データ移行アーキテクチャ

AWS DMS の使用:

次の図は、AWS DMS を使用してカットオーバーまでのすべての変更と段階的な変更を送信する場合の
データ移行アーキテクチャを示しています。オンプレミスから AWS へのネットワーク接続は要件によっ
て異なるため、このパターンの対象外です。

ネイティブ MySQL ツールの使用:

次の図は、ネイティブ MySQL ツールを使用する場合のデータ移行アーキテクチャを示しています。エク
スポートダンプファイルは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にコピーされており、カット
オーバーの前に AWS の Amazon RDS for MySQL データベースにインポートされます。オンプレミスから 
AWS へのネットワーク接続は要件によって異なるため、このパターンの対象外です。

注意:

• ダウンタイムの要件とデータベースのサイズに応じて、AWS DMS または変更データキャプチャ (CDC) 
ツールを使用すると、カットオーバー時間を最小限に抑えることができます。AWS DMS は、新しい
ターゲットまでのカットオーバー時間を最小限に抑えるのに役立ちます (通常は数分)。 データベースの
サイズとネットワークの待ち時間に余裕がある場合は、mysqldump または mysqldbcopy を使ったオフ
ライン戦略で十分です。（おおよその時間を把握するためにテストすることをお勧めします。）

• 通常、AWS DMS などの CDC 戦略では、オフラインオプションよりもモニタリングや複雑さが増しま
す。

Tools
• AWS サービス:AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データストアを AWS クラウドに移行

したり、クラウドとオンプレミスのセットアップを組み合わせて移行したりするのに役立ちます。AWS 
DMS でサポートされている MySQL のソースデータベースとターゲットデータベースの詳細について
は、「MySQL 互換データベースの AWS への移行」を参照してください。ソースデータベースが AWS 
DMS でサポートされていない場合は、別の方法を選択してデータを移行する必要があります。

• ネイティブ MySQL ツール:mysqldbcopy と mysqldump
• サードパーティツール:Percona XtraBackup

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

データベースのバージョンを検
証する。

ソースとターゲットのデータ
ベースのバージョンを検証す
る。

DBA
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ベースを Amazon RDS に移行する

タスク 説明 必要なスキル

ハードウェア要件を特定しま
す。

ターゲットサーバーのハード
ウェア要件を特定します。

DBA、システム管理者

ストレージ要件を確認する。 ターゲットデータベースのスト
レージ要件 (ストレージタイプや
容量など) を特定します。

DBA、システム管理者

インスタンスタイプを選択しま
す。

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいてターゲッ
トインスタンスタイプを選択し
ます。

DBA、システム管理者

ネットワークアクセス要件を特
定します。

ソースおよびターゲットのデー
タベースのネットワークアクセ
スのセキュリティ要件を確認す
る。

DBA、システム管理者

サポートされていないオブジェ
クトを特定してください。

サポートされていないオブジェ
クト (ある場合) を特定し、移行
作業を決定します。

DBA

依存関係を確認する。 リモートデータベースへの依存
関係を特定します。

DBA

アプリケーション移行戦略を決
定します。

クライアントアプリケーション
を移行するための戦略を決定し
ます。

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

ルートテーブル、インターネッ
トゲートウェイ、NAT ゲート
ウェイ、サブネットを設定しま
す。詳細については、Amazon 
RDS ドキュメントの「VPC およ
び Amazon RDS」を参照してく
ださい。

システム管理者

セキュリティグループを作成す
る。

要件に応じて、ポートと CIDR 
範囲、または特定の IP を設定し
ます。MySQL のデフォルトポー
トは 3306 です。詳細について
は、Amazon RDS ドキュメント
の「セキュリティグループによ
るアクセスのコントロール」を
参照してください。

システム管理者

Amazon RDS for MySQL DB イ
ンスタンスを設定して起動す
る。

手順については、Amazon RDS 
ドキュメントの「Amazon RDS 
DB インスタンスの作成」を参照
してください。サポートされて
いるバージョンを確認してくだ
さい。

システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの MySQL データ

ベースを Amazon RDS に移行する

データの移行-オプション 1 (ネイティブツールを使用)

タスク 説明 必要なスキル

ネイティブ MySQL ツールまたは
サードパーティツールを使用し
て、データベースオブジェクト
とデータを移行します。

手順について
は、mysqldbcopy、mysqldump、Percona
などの MySQL ツールのドキュメ
ンテーション XtraBackup (物理
マイグレーション用) を参照して
ください。

オプションの詳細について
は、ブログ記事「MySQL から
Amazon RDS for MySQL への移
行オプション」または「Amazon 
Aurora MySQL」を参照してくだ
さい。

DBA

データの移行 — オプション 2 (AWS DMS を使用)

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

手順については、AWS DMS の
ドキュメントを参照してくださ
い。

DBA

カットオーバー前に準備作業を実行

タスク 説明 必要なスキル

オブジェクト数の不一致を修正
します。

ソースデータベースと新しい
ターゲットデータベースから
オブジェクト数を収集します。
ターゲット・データベースの不
一致を修正。

DBA

依存関係を確認する。 他のデータベースとの依存関係 
(リンク) が有効で、期待どおりに
機能しているかどうかを確認し
ます。

DBA

テストを実行する。 これがテストサイクルの場合
は、クエリテストを実行し、メ
トリックを収集し、問題を修正
します。

DBA

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットデータベースに切り
替えます。

クライアントアプリケーション
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの Amazon RDS for SQL Server に移行する

タスク 説明 必要なスキル

テストサポートを提供します。 機能アプリケーションテストの
サポートを提供します。

DBA

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

リソースをシャットダウンす
る。

移行用に作成した一時的な AWS 
リソースをシャットダウンしま
す。

DBA、システム管理者

プロジェクト文書を検証しま
す。

プロジェクト文書を確認して検
証します。

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

指標を収集する。 移行に要する時間、手動と自動
化の比率、コスト削減などの指
標を収集します。

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

プロジェクトを終了します。 プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

ソースデータベースを廃止す
る。

移行とカットオーバータスクが
すべて完了したら、オンプレ
ミスのデータベースを廃止しま
す。

DBA、システム管理者

関連リソース
リファレンス:

• リレーショナルデータベースの移行戦略
• AWS DMS ウェブサイト
• AWS DMS のドキュメント
• アマゾン RDS ドキュメンテーション
• アマゾン RDS 料金表
• VPC とアマゾン RDS
• Amazon RDS マルチ AZ 配置
• Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用して、オンプレミスの MySQL データベースを 

Aurora MySQL に移行します

チュートリアル

• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon RDS の開始方法

オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを 
Amazon RDS for SQL Server に移行する
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの Amazon RDS for SQL Server に移行する

エンリケ・ロバオ (AWS)、ジョナサン・ペレイラ・クルス (AWS)、ヴィシャル・シン (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット ソース:マイクロソフト SQL サー
バー

ターゲット:Amazon RDS for 
SQL Server

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:マイクロソフト テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
このパターンが、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) for SQL Server に移行する方法について説明します。AWS データ移行サービス 
(AWS DMS) を使用するか、データベースコピーウィザードなどの Microsoft SQL Server ネイティブツー
ルを使用するかの 2 つの移行オプションについて説明しています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの Microsoft SQL Server データベース

機能制限

• データベースのサイズ制限:16 TB

製品バージョン

• SQL Server 2014-2019、エンタープライズエディション、スタンダードエディション、ワークグループ
エディション、デベロッパーエディション。サポートされているバージョンと機能の最新リストについ
ては、AWS ドキュメントの「Amazon RDS 上の Microsoft SQL サーバー」を参照してください。AWS 
DMS を使用している場合は、AWS DMS でサポートされている SQL Server バージョンの「Microsoft 
SQL Server データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する」も参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for SQL Server DB インスタンス 

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

AWS DMS の使用:
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの Amazon RDS for SQL Server に移行する

ネイティブ SQL Server ツールの使用:

Tools
• AWS DMS は、いくつかのタイプのソースデータベースとターゲットデータベースをサポートします。

詳細については、「AWS DMS のステップバイステップチュートリアル」を参照してください。AWS 
DMS がソースデータベースをサポートしていない場合は、データを移行する別の方法を選択してくださ
い。 

• Microsoft SQL Server のネイティブツールには、バックアップと復元、データベースのコピーウィザー
ド、データベースのコピーとアタッチが含まれます。

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットのデー
タベースのバージョンとエンジ
ンを検証します。

  DBA

ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます。

  DBA、システム管理者

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、システム管理者

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切なイ
ンスタンスタイプを選択してく
ださい。

  DBA、システム管理者

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスセキュリティ要件を特
定します。

  DBA、システム管理者

アプリケーション移行戦略を特
定してください。

  DBA、システム管理者

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

  システム管理者

セキュリティグループを作成し
ます。

  システム管理者

Amazon RDS DB インスタンス
を設定して起動します。

  DBA、システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの Amazon RDS for SQL Server に移行する

データを移行-オプション 1

タスク 説明 必要なスキル

ネイティブの SQL Server ツー
ルまたはサードパーティツー
ルを使用して、データベースオ
ブジェクトとデータを移行しま
す。

  DBA

データを移行-オプション 2

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS を使用してデータを
移行します。

  DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーション移行戦略に
従ってください。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

  DBA、システム管理者

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

移行に要する時間、手動タスク
と自動タスクの割合、コスト削
減などの指標を収集します。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  DBA、アプリオーナー、システ
ム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する

関連リソース
リファレンス:

• Amazon Web Services の Microsoft SQL Server のデプロイ 
• AWS DMS ウェブサイト
• アマゾン RDS 料金表
• AWS 上のマイクロソフト製品
• AWS でのマイクロソフトライセンス
• AWS の Microsoft SQL Server
• Microsoft SQL Server DB インスタンスでの Windows 認証の使用
• Amazon RDS マルチ AZ デプロイメント

チュートリアルとビデオ

• AWS DMS の使用を開始する
• Amazon RDS の開始方法
• AWS DMS (ビデオ) 
• アマゾン RDS (ビデオ) 

Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon 
S3 にデータを移行する

スハス・バサバラジ（AWS）、エイダン・キーン（AWS）、コーリー・レーン（AWS）が作成

環境:PoC またはパイロット ソース:マイクロソフト Azure ス
トレージコンテナ

ターゲット:Amazon S3 バケット

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:マイクロソフト テクノロジー:移行、ストレージ
とバックアップ

AWS サービス:Amazon S3

概要
このパターンでは、Rclone を使用して Microsoft Azure Blob オブジェクトストレージから Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットにデータを移行する方法を示しています。このパターンを使用して、デー
タの 1 回限りの移行または継続的な同期を実行できます。RcloneはGoで書かれたコマンドラインプログラ
ムで、クラウドプロバイダーのさまざまなストレージテクノロジー間でデータを移動するために使用され
ます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Azure Blob コンテナサービスに保存されているデータ
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• Azure Blob ストレージコンテナ

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon S3 バケット
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Linux インスタンス

アーキテクチャ

Tools
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで

あり、任意の量のデータの保存、取得に役立ちます。
• Rclone は rsync に触発されたオープンソースのコマンドラインプログラムです。多くのクラウドスト

レージプラットフォームにわたるファイルの管理に使用されます。

ベストプラクティス
Azure から Amazon S3 にデータを移行するときは、不必要なコストや転送速度の低下を避けるため、次の
考慮事項に注意してください。

• Azure ストレージアカウントや Blob コンテナと同じ地理的リージョンに AWS インフラストラクチャ
を作成します。たとえば、AWS リージョンus-east-1 (バージニア北部) や Azure リージョンなどで
すEast US。

• NAT Gateway では、入力帯域幅と出力帯域幅の両方でデータ転送料金が発生するため、NAT Gateway 
の使用はできるだけ避けてください。

• Amazon S3 の VPC ゲートウェイエンドポイントを使用してパフォーマンスを向上させてください。
• インテル x86 インスタンスよりも低コストで高いパフォーマンスを実現するには、AWS Graviton2 

(ARM) プロセッサベースの EC2 インスタンスの使用を検討してください。Rclone はクロスコンパイル
が多く、プリコンパイルされた ARM バイナリを提供します。

叙事詩
AWS と Azure のクラウドリソースを準備する

タスク 説明 必要なスキル

送信先 S3 バケットを準備しま
す。

適切な AWS リージョンに新しい 
S3 バケットを作成するか、移行
するデータの移行先として既存
のバケットを選択します。

AWS 管理者

Amazon EC2 向けの IAM インス
タンスロールを作成します。

Amazon EC2 用に新しい AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) ロールを作成します。この
ロールにより EC2 インスタンス

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル
に、送信先 S3 バケットへの書き
込みアクセスが EC2 に付与され
ます。

IAM インスタンスロールにポリ
シーをアタッチします。

IAM コンソールまたは AWS 
Command Line Interface (AWS 
CLI) を使用して、送信先 S3 
バケットへの書き込みアクセ
ス権限を許可する EC2 インス
タンスロール用のインライン
ポリシーを作成します。ポリ
シーの例については、「追加情
報 (p. 1829)」セクションを参照
してください。

AWS 管理者

EC2 インスタンスを起動しま
す。

新しく作成した IAM サービス
ロールを使用するように構成さ
れた Amazon Linux 2 EC2 インス
タンスを起動します。このイン
スタンスは、インターネット経
由で Azure パブリック API エン
ドポイントにアクセスする必要
もあります。 

注:コストを削減するには、AWS 
Graviton ベースの EC2 インス
タンスの使用を検討してくださ
い。Rclone は ARM でコンパ
イルされたバイナリを提供しま
す。

AWS 管理者

Azure AD サービスプリンシパル
を作成します。

Azure CLI を使用して、ソース 
Azure Blob ストレージコンテナ
への読み取り専用アクセス権を
持つ Azure アクティブディレク
トリ (Azure AD) サービスプリン
シパルを作成します。手順につ
いては、「追加情報 (p. 1829)」
セクションを参照してくださ
い。これらの認証情報を EC2~/
azure-principal.json イ
ンスタンス上の場所に保存しま
す。

クラウド管理者、Azure

Rclone をインストールしてRclone をインストールしてインストールと設定

タスク 説明 必要なスキル

Rclone をダウンロードし、イン
ストールします。

Rclone コマンドラインプログ
ラムをダウンロードしてインス
トールします。インストール手
順については、Rclone インス
トールドキュメントを参照して
ください。

一般的な AWS、クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

リクローンを設定します。 rclone.conf次のサンプルファ
イルをコピーします。を Azure 
StorageAZStorageAccount
のアカウント名に置き換えus-
east-1、および S3 バケッ
トがある AWS リージョンに
置き換えます。このファイル
を EC2~/.config/rclone/
rclone.conf インスタンス上の
場所に保存します。

[AZStorageAccount]
type = azureblob
account = AZStorageAccount
service_principal_file = 
 azure-principal.json

[s3]
type = s3
provider = AWS
env_auth = true
region = us-east-1

一般的な AWS、クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

Rclone の設定を確認します。 Rclone が設定され、権限が正し
く機能していることを確認する
には、Rclone が設定ファイルを
解析できること、および Azure 
Blob コンテナと S3 バケット内
のオブジェクトにアクセスでき
ることを確認します。検証コマ
ンドの例については、以下を参
照してください。

• 設定ファイルに設定済みのリ
モートを一覧表示します。
これにより、構成ファイルが
正しく解析されていることが
保証されます。出力を確認し
て、rclone.confファイルと
一致することを確認します。

rclone listremotes
AZStorageAccount:
s3:

• 設定したアカウントの Azure 
Blob コンテナを一覧表示しま
す。AZStorageAccountrclone.confファ
イルで使用したストレージア
カウント名に置き換えます。

rclone lsd 
 AZStorageAccount:
2020-04-29 08:29:26  docs

• Azure Blob コンテナ内のファ
イルを一覧表示します。こ
のコマンドのドキュメント
は、Azure ストレージアカウン
トの実際の Blob コンテナ名に
置き換えてください。

rclone ls 
 AZStorageAccount:docs
824884 administrator-
en.a4.pdf

• AWS アカウントのバケットを
一覧表示します。

[root@ip-10-0-20-157 ~]# 
 rclone lsd s3:
2022-03-07 01:44:40        
 examplebucket-01
2022-03-07 01:45:16        
 examplebucket-02
2022-03-07 02:12:07        
 examplebucket-03

一般的な AWS、クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
• S3 バケット内のファイルを一

覧表示します。

[root@ip-10-0-20-157 
 ~]# rclone ls 
 s3:examplebucket-01
template0.yaml
template1.yaml

Rclone を使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

コンテナからデータを移行しま
す。

Rclone のコピーまたは同期コマ
ンドを実行します。 

例:コピー

このコマンドは、コピー元の 
Azure Blob コンテナから宛先の 
S3 バケットにデータをコピーし
ます。

rclone copy 
 AZStorageAccount:blob-
container 
 s3:examplebucket-01

例:同期

このコマンドは、ソース Azure 
Blob コンテナとデスティネー
ション S3 バケットの間でデータ
を同期します。

rclone sync 
 AZStorageAccount:blob-
container 
 s3:examplebucket-01

重要:sync コマンドを使用する
と、ソースコンテナに存在しな
いデータは宛先の S3 バケットか
ら削除されます。

一般的な AWS、クラウド管理者

コンテナを同期します。 最初のコピーが完了したら、移
行先の S3 バケットにない新し
いファイルのみがコピーされる
ように、Rclone sync コマンドを
実行して継続的な移行を行いま
す。

一般的な AWS、クラウド管理者

データが正常に移行されたこと
を確認します。

データがコピー先の S3 バケット
に正常にコピーされたことを確

一般的な AWS、クラウド管理者

1828

https://rclone.org/commands/rclone_sync/
https://rclone.org/commands/rclone_copy/
https://rclone.org/commands/rclone_sync/
https://rclone.org/commands/rclone_copy/


AWS 規範的ガイダンス パターン
Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル
認するには、Rclone lsd コマンド
と ls コマンドを実行します。

関連リソース
• Amazon S3 ユーザーガイド (AWS ドキュメント)
• Amazon EC2 の IAM ロール (AWS ドキュメント)
• マイクロソフト Azure Blob コンテナの作成 (マイクロソフト Azure ドキュメント)
• リクローン・コマンド (リクローン・ドキュメンテーション)

追加情報
EC2 インスタンスのロールポリシーの例

このポリシーにより、EC2 インスタンスはアカウント内の特定のバケットへの読み取りおよび書き込みア
クセス権を付与します。バケットでサーバー側の暗号化にカスタマーマネージドキーを使用する場合、ポ
リシーには AWS Key Management Service (AWS KMS) への追加アクセスが必要になる場合があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
              "arn:aws:s3:::BUCKET_NAME/*", 
              "arn:aws:s3:::BUCKET_NAME" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }     
    ]
}

読み取り専用の Azure AD サービスプリンシパルの作成

Azure サービスプリンシパルは、お客様のアプリケーション、サービス、自動化ツールが特定の Azure リ
ソースにアクセスするために使用するセキュリティ ID です。リソースにアクセスするための特定の役割と
厳密に管理された権限を持つユーザー ID (ログイン、パスワード、または証明書) と考えてください。読み
取り専用のサービスプリンシパルを作成して、最小限の権限権限に従い、Azure 内のデータを誤って削除
されないようにするには、次の手順に従います。

1. Microsoft Azure クラウドアカウントポータルにログインして Cloud Shell PowerShell を起動するか、
ワークステーションで Azure コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用します。

2. サービスプリンシパルを作成し、Azure Blob ストレージアカウントへの読み取り専用アクセス権を持つ
ように構成します。このコマンドの JSON 出力を、azure-principal.jsonというローカルファイル
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に保存します。ファイルは EC2 インスタンスにアップロードされます。括弧 ({と}) で囲まれたプレー
スホルダー変数を、Azure サブスクリプション ID、リソースグループ名、およびストレージアカウント
名に置き換えます。

az ad sp create-for-rbac `
--name AWS-Rclone-Reader `
--role "Storage Blob Data Reader" `
--scopes /subscriptions/{Subscription ID}/resourceGroups/{Resource Group Name}/
providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{Storage Account Name}

カウチベースサーバーから AWS 上の Couchbase 
Capella への移行

Battulga Purevragchaa (AWS)、Mark Gamble、Saurabh Shanbhag (AWS) によって作成されました

環境: 本番稼働用 ソース: カウチベースサーバー ターゲット: カウチベースカペラ

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: その他のすべての
ワークロード

テクノロジー: 移行、分析、デー
タベース

概要
Couchbase Capellaは、ミッションクリティカルなアプリケーション (ユーザープロファイル、オン
ラインカタログ、在庫管理など) 向けのフルマネージド型NoSQLサービス型データベース (DBaaS) で
す。Couchbase Capella は、お客様の DBaaS ワークロードを Couchbase が管理するAmazon Web 
Services (AWS) アカウントで管理します。Capella では、複数クラスター、複数 AWS リージョン、マル
チクラウド、ハイブリッドクラウドのレプリケーションを、1 つのインターフェイス内で簡単に実行およ
び管理できます。

Couchbase Capellaを使用すると、Couchbase Serverアプリケーションを即座にスケーリングできるた
め、マルチノードクラスターを数分で作成できます。Couchbase Capellaは、N1QL、フルテキスト検
索、イベントサービス、分析サービスなど、Couchbase Serverのすべての機能をサポートしています。ま
た、インストール、アップグレード、バックアップ、および一般的なデータベースメンテナンスを管理す
る必要もなくなります。 

このパターンでは、自己管理型 Couchbase Server 環境を AWS クラウドに移行する手順とベストプ
ラクティスを説明しています。このパターンにより、オンプレミスまたはクラウドで実行されている
Couchbase ServerクラスターからCouchbase Capellaにデータとインデックスを移行するための繰り返し
可能なプロセスが提供されます。これらの手順を使用すると、移行中の問題を回避し、移行プロセス全体
をスピードアップできます。

このパターンには、次の 2 つの移行オプションがあります。

• 移行するインデックスが 50 個未満の場合は、オプション 1 が適しています。 

• 移行するインデックスが 50 個を超える場合は、オプション 2 が適しています。 

また、自己管理型のCouchbase Serverにサンプルデータを設定して、移行ガイドに従うこともできます。

移行オプション2を選択した場合、またはデフォルト値以外のスコープまたはコレクションを使用している
場合は、「追加情報」セクションにあるサンプル構成ファイルを使用する必要があります。
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前提条件と制限
前提条件

• 既存のカウチベースカペラ有料アカウント。また、AWS で Couchbase Capella アカウントを作成
し、Couchbase Capella 無料トライアルを使用してから、有料アカウントにアップグレードして移行用
のクラスターを設定することもできます。体験版から始めるには、「Couchbase Capella スタートアッ
プガイド」の指示に従ってください。

• オンプレミスまたはクラウドサービスプロバイダーにデプロイされた既存の自己管理型Couchbase 
Server環境。 

• 移行オプション2の場合、Couchbaseシェルと構成ファイル。構成ファイルを作成するには、「追加情
報」セクションにあるサンプルファイルを使用できます。

• Couchbase ServerとCouchbase Capellaの管理に関する知識
• TCP ポートを開き、コマンドラインインターフェイス (CLI) でコマンドを実行する方法があります。

移行プロセスには、次の表に示す役割と専門知識も必要です。

[Role] (ロール) 専門知識 責任

カウチベース管理者 • カウチベースサーバーとカウチ
ベースカペラに関する知識

• 基本的なコマンドラインの知識
は役に立ちますが、必須ではあ
りません

• カウチベースサーバーとカペ
ラ固有のタスク

システム管理者、IT 管理者 • 自己管理型 Couchbase サー
バーのシステム環境と管理に関
する知識

• 自己管理型のCouchbase 
Serverクラスターノードでポー
トを開いてIPアドレスを決定す
る

機能制限

• このパターンは、データ、インデックス、および Couchbase 全文検索インデックスをCouchbase
Server から AWS 上の Couchbase Capella に移行するために使用されます。このパターン
は、Couchbase イベントサービスや Couchbase アナリティクスへの移行には適用されません。

• Couchbase Capella は複数の AWS リージョンで利用できます。Capella がサポートするリージョンの詳
細については up-to-date 、「クラウドプロバイダーの要件」を参照してください。

製品バージョン

• Couchbase Server (コミュニティまたはエンタープライズ) エディションバージョン 5.x 以降

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• カウチベースサーバー

ターゲットテクノロジースタック

• カウチベースカペラ
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ターゲットアーキテクチャ

1. Couchbase Capella にアクセスするには、カペラコントロールプレーンを使用します。Capella コント
ロールプレーンを使用して、次を実行できます。
• アカウントを管理および監視します。
• クラスターとデータ、インデックス、ユーザーとグループ、アクセス権限、監視、イベントを管理し

ます。
2. クラスターが作成されます。
3. カペラデータプレーンは Couchbase が管理する AWS アカウントにあります。新しいクラスターを作

成すると、Couchbase Capella は選択した AWS リージョンの複数のアベイラビリティーゾーンにクラ
スターをデプロイします。

4. Couchbase アプリケーションは、AWS アカウントの VPC で開発およびデプロイできます。通常、こ
の VPC は VPC ピアリングを通じて Capella データプレーンにアクセスします。

Tools
• Couchbaseのデータセンター間レプリケーション（XDCR）は、さまざまなクラウドプロバイダーやさ

まざまなデータセンターにあるクラスター間でデータを複製するのに役立ちます。これは、自己管理型
のCouchbaseサーバークラスターからCouchbase Capellaにデータを移行するために使用されます。

[Note:] (メモ:) XDCR を Couchbase Server コミュニティエディションと併用して Couchbase Capella 
に移行することはできません。代わりに、cbexport を使用できます。詳細については、「コミュニティ
エディションからのデータ移行」を参照してください。

• Couchbase Shell は、Couchbase Server と Couchbase Capella がローカルおよびリモート
のCouchbaseクラスターにアクセスするためのコマンドラインシェルです。このパターンで
は、Couchbase シェルを使用してインデックスを移行します。

• cbexport は、カウチベースクラスターからデータをエクスポートするためのカウチベースユーティリ
ティです。Couchbase サーバー CLI ツールに含まれています。

叙事詩
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

セルフマネージド型 Couchbase 
Server クラスターのサイズを評
価します。

Couchbase Server 用 Couchbase 
Web コンソールにログインし、
自己管理型クラスターのノード
とバケットを評価します。 

1. クラスターノードのリストを
表示するには、ナビゲーショ
ンバーの [サーバー] タブを選
択します。 

2. ノード数を記録し、リスト
の各ノードを選択してプロパ
ティを表示します。 

3. 個々のノードのメモリとスト
レージを記録します。

4. ナビゲーションバーの「バ
ケット」タブを選択し、リス

Couchbase 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
ト内の各バケットを選択して
プロパティを表示します。各
バケットの RAM クォータと
コンフリクト解決の設定を記
録します。

Couchbase Capellaでターゲッ
トクラスターのサイジングと構
成を行う際の一般的なガイドと
して、自己管理型のCouchbase 
Serverクラスター構成を使用しま
す。

Couchbase Capellaのサイジング
に関するより詳細なエクササイ
ズについては、Couchbaseにお
問い合わせください。

自己管理型のCouchbaseサー
バークラスターにCouchbase
サービスのディストリビュー
ションを記録します。

1. Couchbase Webコンソール
で、「サーバー」タブを選択
してクラスターノードのリス
トを表示します。 

2. 各ノードを選択してプロ
パティを表示し、各ノード
（データサービス、クエリ
サービス、インデックスサー
ビス、検索サービス、分析
サービス、およびイベント
サービス）のCouchbase 
Serviceディストリビューショ
ンを記録します。

Couchbase 管理者

自己管理型 Couchbase サーバー
クラスターノードの IP アドレス
を記録します。

(コミュニティエディションを
使用している場合は、この手順
は無視してください。) クラス
ター内の各ノードの IP アドレ
スを記録します。これらは後で 
Couchbase Capella クラスター
の許可リストに追加されます。

Couchbase 管理者、システム管
理者

Couchbase Capella にリソースをデプロイして構成する

タスク 説明 必要なスキル

テンプレートの選択. 1. Couchbase Capella コント
ロールプレーンにログイン
し、メインナビゲーション
で「ダッシュボード」タブま
たは「クラスタ」タブを選択
し、「クラスターの作成」を
選択します。 

2. 自己管理型 Couchbase Server 
クラスターの評価から記録し

Couchbase 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
た情報を使用して、構成の要
件を満たすクラスターテンプ
レートを選択します。適切な
テンプレートが見つからない
場合は、クラスターサイジン
グエディターで [カスタムテン
プレート] を選択します。

ノードを選択して設定します。 ノード数、サービス分散、コン
ピューティングまたは RAM、ス
トレージなど、セルフマネージ
ドの Couchbase Server クラス
ター環境に合わせてノードを選
択して設定します。

Couchbase Capella は多次元ス
ケーリングのベストプラクティ
スを使用しています。サービ
スとノードは、導入のベストプ
ラクティスに従ってのみ選択で
きます。これは、自己管理型の
Couchbase Serverクラスターの
構成と完全には一致しないこと
を意味している可能性がありま
す。

Couchbase 管理者

クラスターをデプロイします。 サポートゾーンとサポートパッ
ケージを選択し、クラスターを
デプロイします。詳細な手順と
手順については、Couchbase ド
キュメントの「クラスターの作
成」を参照してください。

重要: Couchbase Capella の無
料試用版を使用している場合
は、移行を開始する前に有料ア
カウントに変換する必要があり
ます。アカウントを変換するに
は、Couchbase Capella コント
ロールプレーンの「請求」セク
ションを開き、「アクティベー
ション ID を追加」を選択しま
す。アクティベーション ID は、
ユーザーが Couchbase Sales と
の購入契約を完了した後、また
は AWS Marketplace を通じて購
入を行った後に、請求先連絡先
のメールアドレスに送信されま
す。

Couchbase 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル

データベース認証情報ユーザー
を作成します。

データベース認証情報ユーザー
はクラスターに固有で、ユー
ザー名、パスワード、および一
連のバケット権限で構成されま
す。このユーザーは、バケット
の作成とバケットデータへのア
クセスに必要です。 

Couchbase Capella コントロー
ルプレーンで、Couchbase 
Capella ドキュメントの「データ
ベース認証情報の設定」の指示
に従って、新しいクラスターの
データベース認証情報を作成し
ます。

[Note:] (メモ:) 特定のクラスター
のバケットデータにリモート
で、または Couchbase Capella 
UI 経由でアクセスするには、組
織ユーザーに組織ロールの認証
情報を割り当てる必要がありま
す。これは、アプリやインテグ
レーションで一般的に使用され
るデータベース認証情報とは別
のものです。組織ユーザーを作
成すると、Couchbase Capella 
クラスターでターゲットバケッ
トを作成および管理できます。

カウチベース管理者

移行オプション 2 を使用する場
合は、Couchbase シェルをイン
ストールします。

Couchbase Shell は、自己管
理型 Couchbase サーバーと 
Couchbase Capella クラスター
の両方にネットワークアクセス
できる任意のシステムにインス
トールできます。詳細について
は、Couchbase シェルのドキュ
メントの「Couchbase シェル
バージョン 1.0.0-beta.5 のインス
トール」を参照してください。

コマンドラインターミナルでセ
ルフマネージドクラスターへの
接続をテストして、Couchbase 
Shell がインストールされている
ことを確認します。

Couchbase 管理者、システム管
理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル

IP アドレスを許可します。 1. Couchbase Capella コント
ロールプレーンで、「クラス
タ」を選択し、ターゲットク
ラスタを選択します。 

2. クラスターの [Connect] タブ
を選択し、[許可された IP の
管理] に一覧表示されているク
ラスターの接続エンドポイン
トを記録します。

3. Couchbase Shellをインストー
ルしたシステムのIPアドレス
と、自己管理型のCouchbase 
Serverクラスターインスタン
スのIPアドレスを許可IPアド
レスとして追加するには、次
の操作を行います。 
a. 「ワイドエリアネットワー

ク」で、「許可された IP ア
ドレスの管理」を選択しま
す。 

b. 「許可IPを追加」を選択
し、Couchbase Shellをイ
ンストールしたシステム
のIPアドレスを入力して、
「IPを追加」を選択しま
す。 

c. 前のステップを繰り返し
て自己管理型 Couchbase 
Server クラスターインスタ
ンスの IP アドレスを追加し
ます。 

許可される IP アドレスの詳細に
ついては、Couchbase ドキュメ
ントの「許可する IP アドレスの
設定」を参照してください。

Couchbase 管理者、システム管
理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル

証明書を設定します。 1. クラスターのルート証明書を
ダウンロードするには、[ルー
ト証明書] で [ダウンロード] を
選択します。 

2. ルート証明書を、Couchbase 
Shell を実行するシステム上
のフォルダーに、ファイル拡
張子.pem を使用して保存しま
す。

3. 次に、自己管理型の
Couchbase Server Webコン
ソールにログインし、左側
のナビゲーションバーで「セ
キュリティ」を選択し、「証
明書」タブを選択します。

4. 自己管理型 Couchbase Server 
クラスターのルート証明書
をコピーし、Couchbase 
Capella クラスターのルート
証明書ファイルを保存した
のと同じフォルダーに.pem 
ファイルとして保存します。
ルート証明書の詳細について
は、Couchbase Server ドキュ
メントの「ルート証明書」を
参照してください。

Couchbase 管理者、システム管
理者

Couchbase シェルの設定ファイ
ルを作成します。

Couchbase Shell インストー
ルのホームディレクトリ (例:/
<HOME_DIRECTORY>/.cbsh/
config) に設定ドットファイ
ルを作成します。詳細について
は、Couchbase ドキュメントの
「Config ドットファイル」を参
照してください。

ソースクラスターとターゲット
クラスターの接続プロパティを
設定ファイルに追加します。追
加情報セクションにあるサン
プル設定ファイルを使用して、
クラスターの設定を編集できま
す。 

.cbsh設定を更新した構成ファ
イルをフォルダ (たとえば、/
<HOME_DIRECTORY>/.cbsh/
config) に保存します。

Couchbase 管理者、システム管
理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットバケットを作成しま
す。

ソースバケットごと
に、Couchbase ドキュメント
の「バケットの作成」の指示に
従って、Couchbase Capella ク
ラスターにターゲットバケット
を 1 つ作成します。

ターゲットバケット構成は、自
己管理型 Couchbase Server クラ
スター内のバケットのバケット
名、メモリ設定、およびコンフ
リクト解決設定と一致する必要
があります。

カウチベース管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル

スコープとコレクションを作成
します。

すべてのバケットには、
キースペースを含むデフォ
ルトのスコープとコレ
クションが含まれていま
す_default._default。 ス
コープとコレクションに他の
キースペースを使用している場
合は、ターゲット Capella クラス
ターに同一のキースペースを作
成する必要があります。

1. Couchbase Shell をインス
トールしたシステムでコマン
ドラインターミナルを開きま
す。 

2. Couchbase シェルを起動する
には、次のコマンドを実行し
ます。

./cbsh

3. 移行するバケットごとに、
次のコマンドを実行して 
Capella クラスターにスコー
プとコレクションを作成しま
す。<BUCKET_NAME>必ず移
行するバケットの名前に置き
換えます。

scopes --clusters "On-
Prem-Cluster" --bucket 
 <BUCKET_NAME> | select 
 scope | where scope != 
 "_default" | each { |it| 
 scopes create $it.scope --
clusters "Capella-Cluster" }
collections --clusters 
 "On-Prem-Cluster" --bucket 
 <BUCKET_NAME> | select 
 scope collection | where 
 $it.scope != "_default" 
 | where $it.collection !
= "_default" | each { |
it| collections create 
 $it.collection --clusters 
 "Capella-Cluster" --bucket 
 <BUCKET_NAME> --scope 
 $it.scope }

Couchbase 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

エンタープライズエディションからのデータの移行

タスク 説明 必要なスキル

自己管理型 Couchbase サーバー
クラスターノードの TCP ポート
を開きます。

自己管理型のCouchbase Server
クラスターのノードで、XDCR
通信用の適切なポートが開いて
いることを確認してください。
詳細については、Couchbase 
Server port ドキュメントを参照
してください。

Couchbase 管理者、システム管
理者

Couchbase Server エンタープラ
イズエディションを使用してい
る場合は、Couchbase XDCR を
セットアップしてください。

1. Couchbase Capella コント
ロールプレーンのメインナビ
ゲーションで、「クラスタ」
を選択し、移行するターゲッ
トクラスタを選択します。 

2. [ルート証明書] で [コピー] を
選択します。

3. 自己管理型のCouchbaseサー
バーWebコンソールにログイ
ンし、メインナビゲーション
で「XDCR」を選択します。
次に、[リモートを追加] を選
択します。 

4. 以下の設定を入力します。 
• クラスター名 — Capella ク

ラスター接続の名前
• IP/ホスト名 — Couchbase 

Capella クラスターの接続エ
ンドポイント

• リモートクラスターの
ユーザー名 — Couchbase 
Capella クラスターのデータ
ベースユーザー

• パスワード — Couchbase 
Capella クラスターのデータ
ベースユーザーパスワード

• セキュリティで保護された
接続を有効にする — 選択済
み

• 完全 (TLS によるパスワード
とデータの暗号化) — 選択
済み

5. 前にコピーした Capella クラ
スタールート証明書を貼り付
けて、[保存] を選択します。

Couchbase 管理者

カウチベース XDCR を起動しま
す。

1. 自己管理型のCouchbase 
Server Webコンソールで、
メインナビゲーションで
「XDCR」を選択し、「レプ
リケーションを追加」を選択
します。

カウチベース管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル
2. 以下の設定を入力します。

• バケットから複製 — 移行す
るソースバケットを選択し
ます。

• リモートバケット — ター
ゲットバケット名を入力し
ます。

• リモートクラスタ — 以前に
作成したターゲットクラス
タを選択します。

3. [レプリケーションを保存] を
選択します。レプリケーショ
ン処理は数秒以内に開始され
るはずです。

オプション 1 を使用してインデックスを移行する

タスク 説明 必要なスキル

セルフマネージドクラスター
インデックスを Couchbase 
Capella に移行します。

重要: 移行するインデックスが 50 
個未満の場合は、このプロセス
をお勧めします。移行するイン
デックスが 50 個を超える場合
は、移行オプション 2 を使用す
ることをおすすめします。

1. Couchbase ウェブコンソール
で、「インデックス」を選択
します。

2. インデックスのリストから、
移行する最初のインデック
スを選択します。次に、イン
デックスの定義が表示されま
す。

3. CREATEステートメントを
使用してインデックス定義
をコピーしますが、コピー
はしないでくださいWITH 
{ "defer_build":true }。

たとえば、次のインデッ
クス定義例では、コピー
だけを行いますCREATE 
INDEX `cityindex` 
ON `travel-
sample`(`city`)。 

CREATE INDEX 
 `cityindex` ON `travel-
sample`(`city`) WITH 
 { "defer_build":true }

Couchbase 管理者、システム管
理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル
4. Couchbase Capella コント

ロールプレーンで、「クラス
タ」を選択し、ターゲットク
ラスタを選択します。 

5. 「ツール」ドロップダウ
ンリストで、「クエリー
ワークベンチ」を選択しま
す。CREATE前にコピーしたス
テートメントをクエリエディ
ターに貼り付け、「実行」を
選択します。これにより、イ
ンデックスが作成および構築
されます。

6. インデックスが作成されたこ
とを確認するには、「ツー
ル」ドロップダウンリストか
ら「インデックス」を選択し
ます。リストには、インデッ
クスが作成および構築された
ことが表示されます。

7. 移行する必要があるインデッ
クスごとにこのプロセスを繰
り返します。

オプション 2 を使用してインデックスを移行する

タスク 説明 必要なスキル

インデックス定義を移行しま
す。

重要: 移行するインデックスが 50 
個を超える場合は、このプロセ
スをお勧めします。移行するイ
ンデックスが 50 個未満の場合
は、移行オプション 1 を使用す
ることをお勧めします。

1. Couchbase Shell をインス
トールしたシステムでコマン
ドラインターミナルを開きま
す。 

2. Couchbase シェルを起動する
には、次のコマンドを実行し
ます。

./cbsh

3. セルフマネージドの 
Couchbase Server クラスター
に接続するには、次のコマン
ドを実行します。

cb-env cluster On-Prem-
Cluster

Couchbase 管理者、システム管
理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル
4. インデックス定義を自己管

理型 Couchbase Server ク
ラスターから Couchbase 
Capella クラスターに移行する
には、移行するバケットごと
に以下のコマンドを実行しま
す。<BUCKET_NAME>必ず移
行するインデックスに対応す
るバケット名に置き換えてく
ださい。この移行オプション
では、ターゲットバケット名
がソースバケット名と同一で
ある必要があります。

query indexes --
definitions | where bucket 
 =~ <BUCKET_NAME>| get 
 definition | each { |
it| query $it --clusters 
 Capella-Cluster }
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Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル

インデックス定義を作成しま
す。

1. コンテキストを Couchbase 
Capella クラスターに切り替え
るには、次のコマンドを実行
します。

cb-env cluster Capella-
Cluster

2. Couchbase Capella クラ
スターに移行されたイン
デックス定義を作成する
には、次のコマンドを実行
し、<BUCKET_NAME>ビルド
するインデックスに対応する
バケット名に置き換えます。

query 'SELECT RAW 
 CONCAT("BUILD INDEX ON 
 ", k , "(['", CONCAT2 
 ("','", inames), "']);") 
 FROM system:indexes 
 AS s LET bid = 
 CONCAT("`",s.bucket_id, 
 "`"), sid = CONCAT("`", 
 s.scope_id, "`"), 
 kid = CONCAT("`", 
 s.keyspace_id, "`"), k 
 = NVL2(bid, CONCAT2(".", 
 bid, sid, kid), kid) 
 WHERE s.namespace_id 
 = "default" AND 
 s.bucket_id = "" GROUP 
 BY k LETTING inames 
 = ARRAY_AGG(s.name) 
 FILTER (WHERE s.state 
 = 'deferred') HAVING 
 ARRAY_LENGTH(inames) > 
 0;' | each { |it| query 
 $it }

3. 各バケットについて、これを
繰り返します。

Couchbase 管理者、システム管
理者

フルテキスト検索インデックスの移行

タスク 説明 必要なスキル

自己管理型のクラスターの全文
検索インデックスを Couchbase 
Capella に移行します。

1. Couchbase ウェブコンソール
で、「検索」を選択します。 

2. 全文検索 (FTS) インデックス
のリストで、移行する最初の 
FTS インデックスを選択し、
[インデックス定義 JSON を
表示] を選択して、 [クリップ
ボードにコピー] を選択しま
す。 インデックス名とそれが

Couchbase 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル
属するバケットをメモしてお
きます。

3. Couchbase Capella コント
ロールプレーンで、「クラス
タ」を選択し、ターゲットク
ラスタを選択します。 

4. 「ツール」ドロップダウンリ
ストで、「全文検索」を選択
します。 

5. [インデックスのインポート] 
を選択し、FTS インデックス
の定義を貼り付けます。 

6. インデックス名を入力し、セ
ルフマネージドクラスターに
記載されているとおりに正し
いバケットを選択して、[作成] 
を選択します。

7. 移行する必要があります FTS 
インデックスごとにこのプロ
セスを繰り返します。

Couchbase コミュニティエディションからのデータの移行

タスク 説明 必要なスキル

自己管理型 Couchbase Server 
コミュニティエディションから
データをエクスポートします。

暗号化された XDCR は 
Couchbase コミュニティエ
ディションでは使用できませ
ん。Couchbase コミュニティ
エディションからデータをエ
クスポートし、そのデータを 
Couchbase Capella に手動でイ
ンポートできます。

ソースバケットからデー
タをエクスポートするに
は、cbexportコマンドラインで
使用します。

次のコマンドは例として提供さ
れています。

cbexport json \
--cluster localhost \
--bucket <SOURCE BUCKET 
 NAME> \
--format lines \
--username <USERNAME> \
--password <PASSWORD> \
--include-key cbkey \
--scope-field cbscope \
--collection-field cbcoll \

Couchbase 管理者
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Couchbase サーバーから Couchbase Capella への移行

タスク 説明 必要なスキル
--output 
 cbexported_data.json

cbkey、cbscopecbcoll、cbexported_data.jsonお
よびは任意のラベルであること
に注意してください。これらは
後で参照されるため、別の名前
を付けた場合はメモしておいて
ください。
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タスク 説明 必要なスキル

Couchbase Capella にデータを
インポートします。

1. Couchbase Capella コント
ロールプレーンで、「クラス
タ」を選択し、ターゲットク
ラスタを選択します。

2. 「ツール」ドロップダウンリ
ストで、「インポート」を選
択します。これにより、次の 
6 つの手順を含むウィザード
が開きます。
a. バケット — ターゲットバ

ケットを選択します。
b. ファイル —「JSON」を選

択し、「Lines」を選択し
て、「Web ブラウザを使
用する」を選択します。
大量のデータがある場合
は、[手動] オプションがあ
ります。によって作成さ
れたファイルを選択しま
すcbexport。 

c. コレクション — カスタム
コレクションマッピングを
選択します。 

Community Edition データ
ベースがスコープやコレク
ションを使用しない場合、
または _default のみを使用
する場合は、代わりに [単
一コレクションを選択] オ
プションを選択できます。

コレクションマッピン
グ式には、と入力しま
す%cbscope%.%cbcoll
%。この式が正しく機能す
ることを確認するには、次
のようなサンプルデータを
貼り付けます。

{ "cbscope":"inventory", 
 "cbcoll":"landmark", 
 "cbkey":"landmark_3991" }

d. キー—顧客世代を選択して
ください。(インポートする
データのキーを保存したく
ない場合は、代わりに [自
動生成された UUID] を選
択して手順 5 に進むことが
できます)。キー名ジェネ
レータエクスプレッション
には、%cbkey% と入力し
ます。この式が正しく動作

カウチベース管理者
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タスク 説明 必要なスキル
することを確認するには、
サンプルデータをいくつか
貼り付けます。

e. 設定 — [フィール
ドを無視] を選択
し、cbscope、cbcoll、cbkey
と入力します。これらの
フィールドには、インポー
ト後にターゲットバケット
に含める必要のない一時的
な情報が含まれます。その
他の設定はデフォルト値の
ままにしておきます。

f. インポート — 確認して、
準備ができたら [インポー
ト] を選択します。アップ
ロードとデータのインポー
トを待ちます。

大きなファイルの場
合、Couchbase CapellaはcURL
を使用したコマンドラインイン
ポートをサポートしています。
インポートオプションの詳細に
ついては、Couchbase Capella 
ドキュメントの「データのイン
ポート」を参照してください。

移行のテストと検証

タスク 説明 必要なスキル

データ移行の確認。 1. Couchbase Capella コント
ロールプレーンで [クラスタ] 
を選択し、クラスタリストか
らターゲットクラスタを選択
します。 

2. ターゲットクラスターの
Buckets タブを選択しま
す。ターゲットバケット内の
アイテム (ドキュメント) の数
がソースバケットのアイテム
数と一致することを確認しま
す。

3. ターゲットクラスターの [ツー
ル] ドロップダウンリストで、
[ドキュメント] を選択しま
す。すべてのドキュメント
が移行されたことを確認しま
す。

4. (オプション) すべてのデータ
を移行したら、レプリケー

カウチベース管理者
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タスク 説明 必要なスキル
ションを削除してレプリケー
ションを停止できます。詳細
については、Couchbase ド
キュメントの「レプリケー
ションの削除」を参照してく
ださい。

インデックスの移行を確認しま
す。

Couchbase Capella コントロー
ルプレーンのターゲットクラス
ターの「ツール」ドロップダウ
ンリストで、「インデックス」
を選択します。インデックスが
移行され、構築されていること
を確認します。

カウチベース管理者

クエリ結果を確認します。 1. Couchbase Capella コント
ロールプレーンのターゲッ
トクラスターの「ツール」ド
ロップダウンリストで、「ク
エリーワークベンチ」を選択
します。 

2. サンプルの N1QL クエリま
たはアプリケーションで使
用されているクエリを実行し
ます。セルフマネージドの 
Couchbase Server クラスター
でクエリを実行したときと同
じ結果が得られることを確認
してください。

カウチベース管理者

全文検索結果を検証します (FTS 
インデックスを移行した場合に
該当します)。

1. Couchbase Capella コント
ロールプレーンのターゲット
クラスタの「ツール」ドロッ
プダウンリストで、「全文検
索」を選択します。 

2. FTS インデックスの名前を選
択して選択します。 

3. [検索] を選択します。 
4. サンプル検索クエリを入力

し、[検索] を選択します。 
5. 結果がセルフマネージドクラ

スターで検索を実行したとき
と同じであることを確認しま
す。

カウチベース管理者

関連リソース
移行の準備

• カウチベースカペラの無料トライアルを始めましょう
• カウチベースカペラのクラウドプロバイダー要件
• カウチベースカペラサイズガイドライン
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データとインデックスを移行する

• カウチベース XDCR
• カウチベースシェルのドキュメント

カウチベースカペラ SLA とサポート

• Couchbase Capella サービスレベルアグリーメント (SLA)
• カウチベースカペラサービスサポートポリシー

追加情報
次のコードは、Couchbase シェルの設定ファイルの例です。 

Version = 1 
  
[[clusters]]
identifier = "On-Prem-Cluster"
hostnames = ["<SELF_MANAGED_COUCHBASE_CLUSTER>"]
default-bucket = "travel-sample"
username = "<SELF_MANAGED_ADMIN>"
password = "<SELF_MANAGED_ADMIN_PWD>"
tls-cert-path = "/<ABSOLUTE_PATH_TO_SELF_MANAGED_ROOT_CERT>"
data-timeout = "2500ms"
connect-timeout = "7500ms"
query-timeout = "75s" 
  
[[clusters]]
identifier = "Capella-Cluster"
hostnames = ["<COUCHBASE_CAPELLA_ENDPOINT>"]
default-bucket = "travel-sample"
username = "<CAPELLA_DATABASE_USER>"
password = "<CAPELLA_DATABASE_USER_PWD>"
tls-cert-path = "/<ABSOLUTE_PATH_TO_COUCHBASE_CAPELLA_ROOT_CERT>"
data-timeout = "2500ms"
connect-timeout = "7500ms"
query-timeout = "75s"

構成ファイルを保存する前に、次の表を使用して、独自のソースクラスターとターゲットクラスター情報
を追加したことを確認してください。

 

<SELF_MANAGED_COUCHBASE_CLUSTER> 自己管理型 Couchbase サーバークラスターの IP 
アドレスを使用してください。

<SELF_MANAGED_ADMIN> 自己管理型 Couchbase サーバークラスターの管理
者ユーザーを使用してください。

<ABSOLUTE_PATH_TO_SELF_MANAGED_ROOT_CERT>自己管理型 Couchbase Server クラスターの保存済
みルート証明書ファイルへの絶対パスを使用して
ください。

<COUCHBASE_CAPELLA_ENDPOINT> Couchbase Capella クラスターの接続エンドポイ
ントを使用してください。

<CAPELLA_DATABASE_USER> Couchbase Capella クラスターのデータベース
ユーザーを使用してください。
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<CAPELLA_DATABASE_USER_PWD> Couchbase Capella クラスターのデータベース
ユーザーパスワードを使用してください。

<ABSOLUTE_PATH_TO_COUCHBASE_CAPELLA_ROOT_CERT>Couchbase Capella クラスターの保存済みルー
ト証明書ファイルへの絶対パスを使用してくださ
い。

IBM WebSphere アプリケーションサーバーから 
Amazon EC2 上の Apache Tomcat への移行

ニール・アーデルジャン (AWS) とアフロズ・カーン (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション ソース:アプリケーション ターゲット:Amazon EC2 インス
タンス上の Apache Tomcat

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:IBM、オープン
ソース

テクノロジー:移行、ウェブサイ
トとウェブアプリ

AWS サービス:Amazon EC2

概要
このパターンでは、IBM WebSphere アプリケーションサーバー (WAS) を実行しているオンプレミス
の Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 以降のシステムから、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスで Apache Tomcat を実行している RHEL 8 に移行する手順を順を追って説明します。 

このパターンは、次のソースバージョンとターゲットバージョンに適用できます。 

• WebSphere アプリケーションサーバ 7.x から Apache Tomcat 8 (Java 7 以降搭載) 
• WebSphere アプリケーションサーバ 8.x から Apache Tomcat 8 (Java 7 以降搭載) 
• WebSphere アプリケーションサーバー 8.5.5.x から Apache Tomcat 9 へ (Java 8 以降搭載) 
• WebSphere アプリケーションサーバー 8.5.5.x から Apache Tomcat 10 へ (Java 8 以降搭載) 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント 
• 以下を前提として、Java コードのソース。

• Java 7 以降の Java 開発キット（JDK）バージョンの Java 開発キット（JDK）を使用します
• Spring または Apache ストラットのフレームワークを使用します
• エンタープライズ Java Beans (EJB) フレームワークや、Tomcat WebSphere ですぐに利用できない

その他のサーバー機能を使用しない
• 主にサーブレットまたは Java サーバーページ (JSP) を使用 
• Java データベース接続 (JDBC) コネクタを使用してデータベースに接続   

• ソース IBM WebSphere アプリケーションサーババージョン 7.x 以上 
• Apache Tomcat バージョン 8.5 以降をターゲットとする   
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アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Apache Struts モデルビューコントローラー (MVC) フレームワークを使用して構築された Web アプリ
ケーション 

• IBM WebSphere アプリケーションサーババージョン 7.x または 8.x で実行される Web アプリケーショ
ン

• ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル (LDAP) コネクタを使用して LDAP ディレクトリ 
(iPlanet/eTrust) に接続する Web アプリケーション 

• IBM Tivoli Access Manager (TAM) 接続を使用して TAM ユーザーパスワードを更新するアプリケーショ
ン (現在の実装では、アプリケーションは PD.jar を使用します)

オンプレミスデータベース

• Oracle Database 21c (21.0.0.0)
• Oracle Database 19c (19.0.0.0)
• Oracle Database 12c Release 2 (12.2.0.1)
• Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2)

ターゲットテクノロジースタック

• EC2 インスタンス上の RHEL で実行されている Apache Tomcat バージョン 8 (またはそれ以降)
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle

Amazon RDS でサポートされている Oracle バージョンの詳細については、「Amazon RDS for Oracle
ウェブサイト」を参照してください。

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• アプリケーション層:Java アプリケーションを WAR ファイルに再構築します。
• データベース層:Oracle ネイティブバックアップおよび復元
• ジャカルタEE向けの Apache Tomcat マイグレーションツール。このツールは、Apache Tomcat 9 上で

動作する Java EE 8 用に書かれたウェブアプリケーションを、ジャカルタ EE 9 を実装している Apache 
Tomcat 10 で実行するように自動的に変換します。

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの検出、現在
のフットプリント、およびパ
フォーマンスベースラインを完
了します。

  BA、マイグレーション・リード
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タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのデータ
ベースのバージョンを検証しま
す。

  DBA

ターゲットサーバーの EC2 イン
スタンスのハードウェア要件を
特定します。

  DBA、 SysAdmin

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、 SysAdmin

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切な 
EC2 インスタンスタイプを選択
してください。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスセキュリティ要件を特
定する

  DBA、 SysAdmin

アプリケーション移行戦略と
ツールを特定してください。

  DBA、マイグレーションリード

アプリケーションの移行設計と
移行ガイドを完成させてくださ
い。

  ビルドライド、マイグレーショ
ンリード

アプリケーション移行ランブッ
クを完成させてください。

  ビルドライド、カットオーバー
リード、テストリード、マイグ
レーションリード

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

  SysAdmin

セキュリティグループを作成し
ます。

  SysAdmin

Amazon RDS for Oracle Oracle 
Amazon RDS for Oracle Oracle 
設定および起

  DBA、 SysAdmin

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

エンドポイントを作成するか、
エンドポイントへのアクセスを
取得して、データベースのバッ

  DBA
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タスク 説明 必要なスキル
クアップファイルを取得しま
す。

ネイティブデータベースエンジ
ンまたはサードパーティツー
ルを使用して、データベースオ
ブジェクトとデータを移行しま
す。

詳細については、「追加情報」
セクションの「データベースオ
ブジェクトとデータの移行」を
参照してください。

DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

移行のための変更リクエスト 
(CR) を提出してください。

  カットオーバーリード

移行のための CR 承認を取得し
ます。

  カットオーバーリード

アプリケーション移行ランブッ
クに従ってアプリケーション移
行戦略を実行してください。

詳細については、「追加情報」
セクションの「アプリケーショ
ン層の設定」を参照してくださ
い。

DBA、移行エンジニア、アプリ
ケーションオーナー

アプリケーションをアップグ
レードします (必要な場合)。

  DBA、移行エンジニア、アプリ
ケーションオーナー

機能テスト、非機能テスト、
データ検証、SLA、およびパ
フォーマンステストを完了しま
す。

  テストリード、アプリオー
ナー、アプリユーザー

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーション所有者または
事業主から承認を得てくださ
い。

  カットオーバーリード

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA、移行エンジニア、アプリ
ケーションオーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

  DBA、マイグレーションエンジ
ニア、 SysAdmin
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タスク 説明 必要なスキル

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  マイグレーション・リード

移行に要する時間、手動タスク
と自動タスクの割合、コスト削
減などの指標を収集します。

  マイグレーション・リード

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  移行リーダー、アプリオーナー

関連リソース
リファレンス:

• アパッチトムキャット 10.0 ドキュメント
• アパッチ Tomcat 9.0 ドキュメント
• アパッチ Tomcat 8.0 ドキュメント
• アパッチ Tomcat 8.0 インストールガイド
• Apache トムキャット JNDI ドキュメンテーション
• Amazon RDS for Oracle ウェブサイト 
• アマゾン RDS 料金表 
• オラクルとAmazon Web Services 
• オラクル・オン・アマゾン RDS 
• Amazon RDS Multi-AZ デプロイメント 

チュートリアルとビデオ

• Amazon RDS の開始方法 

追加情報
データベースオブジェクトとデータの移行

たとえば、Oracle のネイティブバックアップ/リストアユーティリティを使用している場合:

1. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) をデータベースのバックアップファイル用に作成します 
(オプション)。

2. Oracle DB データをネットワーク共有フォルダーにバックアップします。
3. 移行ステージングサーバーにログインして、ネットワーク共有フォルダーをマップします。
4. ネットワーク共有フォルダからS3 バケットにデータをコピーします。
5. Amazon RDS RDS Amazon RDS Amazon RDS Multi-AZ デプロイをリクエストしてください。
6. オンプレミスデータベースのバックアップを Amazon RDS for Oracle に復元します。

アプリケーション層のセットアップ

1. Apache Tomcat のウェブサイトから Tomcat 8 (または 9/10) をインストールします。
2. アプリケーションと共有ライブラリを WAR ファイルにPackage 化します。
3. WAR ファイルを Tomcat にデプロイします。
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4. からの共有ライブラリが見つからないかLinux cat、 WebSphere開始ログを監視してください。
5. WebSphere特定のデプロイメント記述子拡張の開始記録を確認してください。Linux cat
6. 見つからない依存 Java WebSphere ライブラリをサーバーから収集します。
7. WebSphere特定のデプロイメント記述子要素を Tomcat と互換性のあるもので修正します。
8. 依存する Java ライブラリと更新されたデプロイメント記述子を使用して WAR ファイルを再構築しま

す。
9. LDAP 設定、データベース設定を更新し、接続をテストします (Apache Tomcat ドキュメントの「レル

ム設定の方法」と「JNDI データソースの使い方」を参照)。
10.インストール済みのアプリケーションを、復元された Amazon RDS for Oracle Oracle Database でテス

トします。
11.EC2 インスタンスから Linux 用の Amazon マシンイメージ (AMI) を Amazon マシンイメージ (AMI) を

作成します。
12.完成したアーキテクチャをApplication Load Balancer と Auto Scaling グループで起動します。
13.Application Load Balancer を指すように URL を (WebSEAL ジャンクションを使用して) 更新します。
14.構成管理データベース (CMDB) を更新する

Auto Scaling による Amazon EC2 上の IBM 
WebSphere アプリケーションサーバーから Apache 
Tomcat への移行

ケビン・ヤン (AWS) によって作成されました

R タイプ: プラットフォーム変更 ソース: アプリケーション ターゲット: Auto Scaling が有効
になっている Amazon EC2 イン
スタンス上の Apache Tomcat

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: ウェブサイトと
ウェブアプリ、移行

ワークロード: オープンソース; 
IBM

AWS サービス: Amazon EC2

概要
このパターンは、Amazon EC2 Auto Scaling が有効な Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イン
スタンスで、Java WebSphere アプリケーションを IBM アプリケーションサーバーから Apache Tomcat 
に移行するガイダンスを提供します。 

このパターンを使用すると、次のことが可能になります。

• IBM ライセンスコストの削減
• マルチ AZ 配置による高可用性
• Amazon EC2 Auto Scaling によるアプリケーションの耐障害性の向上

前提条件と制限
前提条件
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• Java アプリケーション (バージョン 7. x または 8 x) は LAMP スタックで開発する必要があります。
• ターゲットステートは Linux ホストで Java アプリケーションをホストすることです。このパターン

は、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 環境で正常に実装されています。他の Linux ディストリビュー
ションもこのパターンに従うことができますが、Apache Tomcat ディストリビューションの設定を参照
する必要があります。

• Java アプリケーションの依存関係を理解しておく必要があります。
• 変更するには、Java アプリケーションのソースコードにアクセスできる必要があります。

制限事項とリプラットフォームの変更

• エンタープライズアーカイブ (EAR) コンポーネントを理解し、すべてのライブラリが Web コンポーネ
ントの WAR ファイルにパッケージ化されていることを確認する必要があります。Apache Maven WAR 
プラグインを設定し、WAR ファイルアーティファクトを生成する必要があります。

• Apache Tomcat 8 を使用する場合、servlet-api.jar とアプリケーションパッケージのビルトインJARファ
イルとの間で競合が発生することが知られています。この問題を解決するには、アプリケーションパッ
ケージから servlet-api.jar を削除します。

• Apache Tomcat 設定のクラスパスにある WEB-INF/リソースを設定する必要があります。デフォルトで
は、JAR ライブラリはディレクトリにロードされません。または、src/main/resources の下にすべての
リソースをデプロイすることもできます。

• Java アプリケーション内にハードコードされたコンテキストルートがないか確認し、Apache Tomcat 
の新しいコンテキストルートを更新します。

• JVM ランタイムオプションを設定するには、Apache Tomcat bin フォルダーに設定ファイル setenv.sh 
を作成します。たとえば、JAVA_OPTS、JAVA_HOME などです。 

• 認証はコンテナレベルで構成され、Apache Tomcat 構成のレルムとして設定されます。認証は、次の 3 
つのレルムのいずれかに対して確立されます。 
• JDBC データベースレルムは、JDBC ドライバーがアクセスするリレーショナルデータベースでユー

ザーを検索します。
• DataSource データベースレルムは、JNDIがアクセスするデータベース内のユーザーを検索します。
• JNDI ディレクトリレルムは、JNDI プロバイダがアクセスするライトウェイトディレクトリアクセス

プロトコル (LDAP) ディレクトリでユーザーを検索します。 ルックアップには以下が必要です。 
• LDAP 接続の詳細:ユーザー検索ベース、検索フィルター、ロールベース、ロールフィルター 
• 主要な JNDI ディレクトリレルム:LDAP に接続し、ユーザーを認証し、ユーザーがメンバーである

すべてのグループを取得します
• 認可: web.xml の権限制約をチェックするロールベースの認証を使用するコンテナーの場合、ウェブリ

ソースを定義して、制約で定義されているロールと比較する必要があります。LDAP にグループロール
マッピングがない場合は、web.xml の属性 <security-role-ref > を設定してグループロールマッピングを
実現する必要があります。設定ドキュメントの例については、Oracle のドキュメントを参照してくださ
い。 

• データベース接続: Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) エンドポイント URL および接
続の詳細を使用して、Apache Tomcat でリソース定義を作成します。JNDI DataSource 検索を使用し
てを参照するようにアプリケーションコードを更新します。で定義されている既存の DB WebSphere 
接続は、 WebSphereの JNDI 名を使用するため機能しません。<resource-ref>web.xml には、JNDI 
DataSource 名とタイプ定義を含むエントリを追加できます。サンプル設定ドキュメントを確認するに
は、Apache Tomcat のドキュメントを参照してください。

• ロギング: デフォルトでは、Apache Tomcat はコンソールまたはログファイルにログを記録しま
す。logging.properties を更新することで、レルムレベルのトレースを有効にできます (「Tomcat へのロ
ギング」を参照)。Apache Log4j を使用してログをファイルに追加する場合は、tomcat-juli をダウンロー
ドしてクラスパスに追加する必要があります。

• セッション管理: アプリケーションの負荷分散とセッション管理のためにIBM WebSEALを利用してい
る場合、変更は必要ありません。IBM WebSEAL コンポーネントの代わりに AWS のApplication Load 
Balancer またはNetwork Load Balancer を使用する場合は、Memcached クラスターを備えた Amazon 
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ElastiCache インスタンスを使用してセッション管理を設定し、オープンソースのセッション管理を使
用するように Apache Tomcat を設定する必要があります。 

• IBM WebSEAL フォワードプロキシを使用している場合は、AWS に新しいNetwork Load Balancer を設
定する必要があります。WebSEAL ジャンクション構成には、Network Load Balancer が提供する IP を
使用してください。

• SSL 設定: end-to-end 通信には Secure Sockets Layer (SSL) を使用することを推奨します。Apache 
Tomcat で SSL サーバー構成をセットアップするには、Apache Tomcat ドキュメントの指示に従ってく
ださい。 

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• IBM WebSphere アプリケーションサーバー

ターゲットテクノロジースタック

• このアーキテクチャでは、Elastic Load Balancing (バージョン 2) を使用しています。識別管理と負
荷分散に IBM WebSEAL を使用している場合は、AWS 上のNetwork Load Balancer を選択して IBM 
WebSEAL リバースプロキシと統合できます。

• Java アプリケーションは、Amazon EC2 Auto Scaling グループの EC2 インスタンスで実行され
る Apache Tomcat アプリケーションサーバーにデプロイされます。CPU 使用率などの Amazon 
CloudWatch メトリックスに基づいてスケーリングポリシーを設定できます。 

• 負荷分散のための IBM WebSEAL の使用をやめる場合は、セッション管理に Amazon ElastiCache for 
Memcached を使用できます。

• バックエンドデータベースでは、Amazon RDS の高可用性 (マルチ AZ) をデプロイし、データベースエ
ンジンの種類を選択できます。

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• AWS CloudFormation
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• Apache Tomcat (バージョン 7. x または 8 x)
• RHEL 7 または Centos 7
• Amazon RDS Multi-AZ 配置配置
• Memcached ElastiCache 向けアマゾン (オプション)

叙事詩
VPC をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成
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タスク 説明 必要なスキル

サブネットを作成します。    

必要に応じてルーティングテー
ブルを作成します。

   

ネットワークアクセスコント
ロールリスト (ACL) を作成しま
す。

   

AWS Direct Connect または企業
の VPN 接続を設定します。

   

アプリケーションをリプラットフォームする

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションビルド Maven 
構成をリファクタリングして 
WAR アーティファクトを生成し
ます。

   

Apache Tomcat のアプリケー
ション依存関係データソースを
リファクタリングします。

   

Apache Tomcat の JNDI 名を使
用するようにアプリケーション
のソースコードをリファクタリ
ングします。

   

WAR アーティファクトを 
Apache Tomcat にデプロイしま
す。

   

アプリケーションの検証とテス
トを完了します。

   

ネットワークを構成する

タスク 説明 必要なスキル

依存関係サービスへの接続を
許可するように企業ファイア
ウォールを設定します。

   

エンドユーザーが AWS 上の 
Elastic Load Balancing にアク
セスできるように企業ファイア
ウォールを設定します。
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アプリケーションインフラストラクチャの作成

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスにアプリケー
ションを作成してデプロイしま
す。

   

ElastiCache セッション管理用に 
Amazon for Memcached クラス
ターを作成します。

   

バックエンドデータベースの 
Amazon RDS Multi-AZ インスタ
ンスを作成します。

   

SSL 証明書を作成し、AWS 
Certificate Manager (ACM) にイ
ンポートします。

   

ロードバランサーに SSL 証明書
をインストールします。

   

Apache Tomcat サーバー用の 
SSL 証明書をインストールしま
す。

   

アプリケーションの検証とテス
トを完了します。

   

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

既存のインフラストラクチャを
シャットダウンします。

   

データベースを本番環境から 
Amazon RDS に復元します。

   

DNS を変更してアプリケーショ
ンをカットオーバーします。

   

関連リソース
リファレンス:

• アパッチ・トムキャット 7.0 ドキュメント
• Apache Tomcat 7.0 インストールガイド
• Apache Tomcat JNDI ドキュメンテーション
• Amazon RDS Multi-AZ 配置環境
• Memcached ElastiCache 向けアマゾン

チュートリアルとビデオ
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• Amazon RDS の開始方法

.NET アプリケーションを Microsoft Azure アプリケー
ションサービスから AWS Elastic Beanstalk に移行す
る

ラガベンダーマダムシッティ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:アプリケーション ターゲット:AWS Elastic 
Beanstalk

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:マイクロソフト テクノロジー:移行、ウェブサイ
トとウェブアプリ

概要
このパターンでは、Microsoft Azure アプリケーションサービスでホストされている.NET ウェブアプリ
ケーションを AWS Elastic Beanstalk に移行する方法について説明します。アプリケーションを Elastic 
Beanstalk に移行するには 2 つの方法があります。

• Visual Studio 用 AWS Toolkit を使用する-Microsoft Visual Studio IDE 用のこのプラグインは、カスタム
の.NET アプリケーションを AWS にデプロイする最も簡単で簡単な方法を提供します。この方法を使用
すると、.NET コードを AWS に直接デプロイしたり、SQL Server データベース用の Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) などのサポートリソースを Visual Studio から直接作成したりできま
す。

• Elastic Beanstalk へのアップロードとデプロイ-各 Azure App Service には Kudu と呼ばれるバックグ
ラウンドサービスが含まれており、メモリダンプやデプロイログのキャプチャ、設定パラメーターの
表示、デプロイパッケージへのアクセスに役立ちます。Kudu コンソールを使用して Azure アプリケー
ションサービスのコンテンツにアクセスし、デプロイパッケージを抽出し、Elastic Beanstalk コンソー
ルのアップロードとデプロイオプションを使用してパッケージを Elastic Beanstalk にアップロードでき
ます。

このパターンは、2 つ目のアプローチ (アプリケーションを Kudu 経由で Elastic Beanstalk にアップロー
ドする) を説明しています。このパターンは、AWS Elastic Beanstalk、Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon Route 53 を参照してください。 CloudWatch 

.NET ウェブアプリケーションは、Amazon EC2 Auto Scaling グループで実行されている AWS Elastic 
Beanstalk にデプロイされます。CPU 使用率などの Amazon CloudWatch メトリックスに基づいてス
ケーリングポリシーを設定できます。データベースの場合、アプリケーションやビジネス要件に応じて 
Amazon RDS をマルチ AZ 環境で使用することも、Amazon DynamoDB を使用することもできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Azure アプリケーションサービスで実行されている.NET Web アプリケーション
• Azure アプリサービス Kudu コンソールを使用する権限
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製品バージョン

• .NET Core (x64) 1.0.1、2.0.0 以降、「」を参照してください。
• インターネットインフォメーションサービス (IIS) バージョン 8.0 以降、Windows Server 2012 以降で実

行されている
• .NET 2.0 または 4.0 ランタイムを参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

•  .NET Framework 3.5 以降、または.NET Core 1.0.1、2.0.0 以降を使用して開発され、Azure アプリサー
ビス (Web アプリまたは API アプリ) でホストされているアプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EC2 Auto Scaling グループで実行する AWS Elastic Beanstalk を参照してください

マイグレーションアーキテクチャ

導入ワークフロー

Tools
Tools

• .NET Core または .NET フレームワーク
• C#
• IIS
• クドゥーコンソール

AWS のサービスと機能

• AWS Elastic Beanstalk — Elastic Beanstalk は、.NET easy-to-use ウェブアプリケーションをデプロイ
およびスケーリングするためのサービスです。Elastic Beanstalk は、キャパシティプロビジョニング、
負荷分散、auto スケーリングを自動的に管理します。

• Amazon EC2 Auto Scaling グループ — Amazon EC2 インスタンスを管理する Auto Scaling グループが
含まれています。単一インスタンス環境では、Auto Scaling グループは常に1 つのインスタンスが実行
されているよう確認します。Load Balancing される環境では、、、、、、、、、、、、、、、「」を参
照してください。

• Elastic Load Balancing — AWS Elastic Beanstalk で負荷分散を有効にすると、環境内の EC2 インスタン
ス間でトラフィックを分散するロードバランサーが作成されます。

• Amazon CloudWatch — Elastic Beanstalk は自動的に Amazon CloudWatch を使用してアプリケーショ
ンや環境リソースに関する情報を提供します。Amazon CloudWatch は、標準メトリクス、カスタムメ
トリクス、アラームをサポートしています。

• Amazon Route 53 — Amazon Route 53 は、Amazon Route 53 は、Amazon Route 53 を参照してくだ
さい。Route 53 エイリアスレコードを使用して、カスタムドメイン名を AWS Elastic Beanstalk 環境に
マッピングできます。
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叙事詩
VPC をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) を設
定します。

AWS アカウントで、必要な情報
を使用して VPC を作成します。

システム管理者

サブネットの作成 VPC 内に 2 つ以上のサブネット
を作成します。

システム管理者

ルートテーブルの作成 要件に基づいてルートテーブル
を作成します。

システム管理者

Elastic Beanstalk の設定

タスク 説明 必要なスキル

Azure アプリケーションサービス 
Kudu コンソールにアクセスしま
す。

Azure ポータルから Kudu にア
クセスするには、[アプリサー
ビス] ダッシュボードに移動
し、[詳細ツール]、[Go] を選
択します。または、Azure ア
プリサービス URL を次のよ
うに変更できますhttps://
<appservicename>.scm.azurewebsites.net。

アプリ開発者、システム管理者

Kudu からデプロイパッケージを
ダウンロードします。

DebugConsoleオプションを選
択して PowerShell Windows 
に移動します。これによ
り、Kudo コンソールが開きま
す。wwwrootフォルダに移動し
てダウンロードします。これに
より、Azure App Service デプロ
イパッケージが zip ファイルとし
てダウンロードされます。の例
については、「」を参照してく
ださい。

アプリ開発者、システム管理者

Elastic Beanstalk 用のパッケージ
を作成します。

Azure App Service からダウン
ロードしたデプロイパッケー
ジを解凍します。という名前
の JSON ファイルを作成しま
すaws-windows-deployment-
manifest.json (このファイ
ルは、.NET Core アプリケー
ションにのみ必要です)。Azure 
App Service デプロイパッケージ
ファイルを含むaws-windows-
deployment-manifest.json
zip ファイルを作成します。の例
については、「」を参照してく
ださい。

アプリ開発者、システム管理者
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スから AWS Elastic Beanstalk への移行

タスク 説明 必要なスキル

Elastic Beanstalk アプリケーショ
ンを作成します。

Elastic Beanstalk コンソールで開
きます。既存のアプリケーショ
ンを選択するか、新しいアプリ
ケーションを作成します。

アプリ開発者、システム管理者

環境を作成します。 Elastic Beanstalk コンソールの
「アクション」メニューで、
「環境を作成」を選択しま
す。Web サーバー環境と.NET/
IIS プラットフォームを選択しま
す。アプリケーションコードに
ついては、[アップロード] を選択
します。Elastic Beanstalk 用に準
備した zip ファイルをアップロー
ドし、[環境を作成] を選択しま
す。

アプリ開発者、システム管理者

アマゾンを設定します 
CloudWatch。

デフォルトでは、 CloudWatch 
基本モニタリングが有効です。
設定を変更する場合は、Elastic 
Beanstalk ウィザードで公開ア
プリケーションを選択し、次に 
[Monitoring] を選択します。

システム管理者

デプロイパッケージが Amazon 
S3 にあることを確認します。

アプリケーション環境が作成さ
れると、S3 バケットにデプロイ
パッケージが表示されます。

アプリ開発者、システム管理者

アプリケーションをテストしま
す。

環境を作成したら、Elastic 
Beanstalk コンソールで提供する 
URL を使用して環境を作成して
ください。

システム管理者

関連リソース
• AWS エラスティックビーンスタックのコンセプト (Elastic Beanstalk ドキュメント)
• Elastic Beanstalk での .NET の開始方法 (Elastic Beanstalk ドキュメント)
• クドゥーコンソール (GitHub)
• 「Kudu」を使用して Azure ウェブアプリを管理する (GS ラボ記事)
• カスタム ASP.NET Core Elastic Beanstalk デプロイ (AWS Toolkit for Visual Studio ユーザーガイド)
• Elastic Load Balancing ドキュメント
• AWS Elastic Beanstalk がサポートするプラットフォーム (Elastic Beanstalk ドキュメント)
• ウェブアプリケーションを AWS にデプロイする (C# コーナー記事)
• Auto Scaling グループのサイズのスケーリング (Amazon EC2 ドキュメント)
• Amazon RDS での高可用性 (マルチ AZ) を参照してください

追加情報
Notes (メモ)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS 上の MongoDB から MongoDB アトラスへの移行

• オンプレミスまたは Azure SQL Server データベースを Amazon RDS に移行する場合は、データベース
接続の詳細も更新する必要があります。 

• テスト用に、サンプルデモアプリケーションが添付されています。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

セルフホストの MongoDB 環境を AWS クラウド上の 
MongoDB アトラスに移行する
スレシュ・ヴェラゴーニ (AWS) により作成

ソース: MongoDB ターゲット: AWS 上の MongoDB 
アトラス

R タイプ: プラットフォーム変更

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 移行、分析、デー
タベース

ワークロード: その他のすべての
その他のその他のすべてのワー
クロード

AWS サービス: Amazon EC2; 
Amazon Amazon Amazon VPC; 
Amazon Amazon VPC

概要
このパターンは、自己管理型 MongoDB 環境 (MongoDB コミュニティサーバー、エンタープライズサー
バー、エンタープライズアドバンス、MLab、または任意のマネージド MongoDB クラスターを含む) から
Amazon Web Services (AWS) クラウド上の MongoDB Atlas に移行する手順を示しています。アトラスラ
イブマイグレーションサービスを使用して、MongoDB から MongoDB Atlas へのデータ移行を高速化しま
す。

このパターンは、AWS AWS Prescriptive Guidance ウェブサイトの「AWS クラウド上の MongoDB から 
MongoDB Atlas への移行」ガイドに付属しています。移行の実装手順が記載されています。

このパターンは、AWS サービスインテグレーターパートナー (SI パートナー) と AWS ユーザーを対象と
しています。

前提条件と制限
前提条件

• MongoDB アトラスに移行するためのソース MongoDB 環境

専門知識

• このパターンには、MongoDB、MongoDB アトラス、および AWS サービスに関する知識が必要です。
詳細については、AWS AWS Prescriptive Guidance ウェブサイトの「MongoDB から AWS クラウド上
の MongoDB Atlas への移行」の「役割と責任」を参照してください。

製品バージョン
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• MongoDB またはそれ以降

アーキテクチャ
さまざまな使用シナリオをサポートする MongoDB Atlas リファレンスアーキテクチャについては、AWS 
AWS Prescriptive Guidance ウェブサイトの「MongoDB から AWS クラウド上の MongoDB アトラスへの
移行」の「AWS での MongoDB Atlas リファレンスアーキテクチャ」を参照してください。

Tools
• Atlas ライブマイグレーションサービス — データベースを Atlas に移行するのに役立つ無料の MongoDB 

ユーティリティです。このサービスでは、カットオーバーが行われるまで、ソースデータベースと宛先
データベースの同期が維持されます。カットオーバーの準備ができたら、アプリケーションインスタン
スを停止し、移行先の Atlas クラスターを指定して再起動します。

エピック
検出と評価

タスク 説明 必要なスキル

クラスターサイズを決定しま
す。

db.stats () からの総インデック
ススペースの情報を使用して、
ワーキングセットのサイズを見
積もります。データスペースの
一部が頻繁にアクセスされると
仮定します。また、独自の仮定
に基づいてメモリ要件を見積も
ることもできます。この作業に
は約 1 週間かかります。このス
トーリーとこのエピックの他の
ストーリーの詳細と例について
は、「関連リソース」セクショ
ンのリンクを参照してくださ
い。

MongoDB DBA、アプリケーショ
ンアーキテクト

ネットワーク帯域幅要件を見積
もります。

ネットワーク帯域幅要件を見積
もるには、平均ドキュメントサ
イズに 1 秒あたりに処理され
るドキュメント数を掛けます。
クラスター上の任意のノード
が負担する最大トラフィックを
基準として検討してください。
クラスターからクライアント
アプリケーションへのダウンス
トリームのデータ転送速度を計
算するには、一定期間に返され
たドキュメントの合計を使用し
ます。アプリケーションがセカ
ンダリノードから読み取りを行
う場合は、このドキュメント総
数を、読み取り操作を実行でき
るノード数で割ります。データ
ベースの平均ドキュメントサイ
ズを調べるには、db.stats () を

MongoDB
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タスク 説明 必要なスキル
使用します。 avgObjSize コマン
ド。このタスクには通常 1 日か
かります。

Atlas ティアを選択します。 MongoDB ドキュメントの指示に
従って、適切な Atlas クラスター
層を選択してください。

MongoDB

アプリケーションのカットオー
バーを計画してください。

  MongoDB DBA、アプリケーショ
ンアーキテクト

AWS で新しい MongoDB アトラス環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

AWS 上に新しい MongoDB アト
ラスクラスターを作成します。

MongoDB Atlas で、「クラス
ターの構築」を選択して「新し
いクラスターの作成」ダイアロ
グボックスを表示します。クラ
ウドプロバイダーとして AWS を
選択します。

MongoDB

リージョンとグローバルクラス
タ構成を選択します。

AgogogogogogoAWS gos リー
ジョンのリストから選択しま
す。必要に応じてグローバルク
ラスタを設定します。

MongoDB

クラスター階層を選択します。 好みのクラスター階層を選択し
ます。選択する階層によって、
メモリ、ストレージ、IOPS 仕様
などの要素が決まります。

MongoDB

追加のクラスター設定を行いま
す。

MongoDB バージョン、バック
アップ、暗号化オプションな
どの追加のクラスター設定を行
います。これらのオプションの
詳細については、「関連リソー
ス」セクションのリンクを参照
してください。

MongoDB

セキュリティとコンプライアンスを設定

タスク 説明 必要なスキル

アクセスリストを設定します。 Atlas クラスターに接続するに
は、プロジェクトのアクセスリ
ストにエントリを追加する必要
があります。Atlas (TLS)/(SSL) 
を使用して、データベースの仮
想プライベートクラウド (TLS) 
への接続を暗号化します。プ
ロジェクトのアクセスリスト
を設定したり、このエピックの

MongoDB
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タスク 説明 必要なスキル
ストーリーの詳細については、
「関連リソース」セクションの
リンクを参照してください。

ユーザーを認証して承認しま
す。

MongoDB Atlas クラスターに
アクセスするデータベースユー
ザーを作成して認証する必要が
あります。プロジェクト内のク
ラスターにアクセスするには、
ユーザーはそのプロジェクトに
属している必要があり、複数の
プロジェクトに所属できます。

MongoDB

カスタムロールを作成します。 （オプション）Atlasは、組み込
みのAtlasデータベースユーザー
権限では目的の権限セットが満
たされない場合のカスタムロー
ルの作成をサポートします。

MongoDB

VPC ピアリング接続のセット
アップ

(オプション) Atlasは、他の
AWS、Azure、またはGoogleク
ラウドプラットフォーム (GCP) 
VPCとのVPCピアリングをサ
ポートしています。

MongoDB

AWS PrivateLink エンドポイント
を設定します。

(オプション) AWS を使用し
て AWS にプライベートエン
ドポイントを設定できます 
PrivateLink。

MongoDB

2 要素認証を有効にする。 (オプション) Atlastication (2FA) 
に対応しており、ユーザーが
Atlasgogogogogogogogogoを簡
単に行えます。

MongoDB

LDAP を使用してユーザー認証と
承認を設定します。

(オプション) Atlas は、LDAP 
(LDAP) によるユーザー認証およ
び承認をサポートしています。

MongoDB

統合 AWS アクセスを設定しま
す。

(オプション) Atlas Data Lake
や顧客キー管理による保存時
の暗号化など、一部のAtlas機
能では、認証にAWS Identity 
and Access Management（AWS 
IAM）ロールを使用します。

MongoDB

AWS KMS を使用して保存時の
暗号化を設定します。

(オプション) Atlasは、AWSキー
管理システム (AWS KMS) を使用
してストレージエンジンとクラ
ウドプロバイダーのバックアッ
プを暗号化することをサポート
しています。

MongoDB

クライアント側のフィールドレ
ベルの暗号化を設定します。

（オプション）Atlasは、フィー
ルドの自動暗号化を含むクライ
アント側のフィールドレベルの
暗号化をサポートしています。

MongoDB
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データを移行

タスク 説明 必要なスキル

MongoDB Atlas でターゲットレ
プリカセットを起動します。

MongoDB Atlas でターゲッ
トレプリカセットを起動しま
す。Atlasライブマイグレーショ
ンサービスで、「移行する準備
ができました」を選択します。

MongoDB

Atlas ライブマイグレーション
サービスを AWS ソースクラス
ターのアクセスリストに追加し
ます。

これは、ソース環境がターゲッ
トのAtlasクラスターに接続する
準備に役立ちます。

MongoDB

Atlas ライブマイグレーション
サービスで AWS 認証情報を検証
してください。

[移行を開始] を選択します。
「カットオーバーの準備」ボタ
ンが緑色に変わったら、カット
オーバーを実行します。Atlasク
ラスターのパフォーマンスメト
リックを確認してください。

MongoDB

運用統合の設定

タスク 説明 必要なスキル

MongoDB アトラスクラスター
Connect。

  アプリケーション開発者

クラスターデータを操作しま
す。

  アプリケーション開発者

クラスターを監視します。   MongoDB

クラスターデータをバックアッ
プおよび復元します。

  MongoDB

関連リソース
移行ガイド

• AWS クラウド上の MongoDB から MongoDB アトラスへの移行

発見と評価

• メモリー
• Atlas サンプルデータセットを使用したサイズ設定の例
• モバイルアプリケーションのサイジング例 
• ネットワーク・トラフィック
• クラスターの自動スケーリング
• アトラスサイズテンプレート

セキュリティとコンプライアンスの設定
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-mongodb-atlas/
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon ECS で Oracle WebLogic から TomEE に移行する

• IP アクセスリストエントリの設定
• データベースユーザーの設定
• アトラスユーザーアクセス
• カスタムロールの設定
• データベースユーザー権限
• ネットワークピアリング接続を設定する
• プライベートエンドポイントのセットアップ
• 2 要素認証
• LDAP によるユーザー認証と承認の設定
• アトラスデータレイク
• カスタマーキー管理による保存時の暗号化
• IAM ロールを使用する 
• クライアント側のフィールドレベル暗号化
• クライアント側のフィールドレベルでの自動暗号化  
• MongoDB アトラスセキュリティ 
• MongoDB トラストセンター 
• セキュリティ機能とセットアップ

AWS での新しい MongoDB アトラス環境のセットアップ

• クラウドプロバイダーとリージョン 
• グローバルクラスター
• クラスター層
• その他のクラスター設定
• Atlas を使ってみよう 
• アトラスユーザーアクセス 
• クラスター

データを移行する

• クラスターの監視 

オペレーションの統合

• クラスターへのConnect
• アトラスで CRUD 操作を実行する
• クラスターの監視
• クラスターデータのBackup と復元 

Amazon ECS 上の Oracle WebLogic から Apache 
Tomcat (TomEE) への移行

アーニャ・エピシュチェバ (AWS) によって作成されました
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AWS 規範的ガイダンス パターン
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R タイプ: プラットフォーム変更 ソース: コンテナ ターゲット: Amazon ECS 上の 
Apache Tomcat (ToMee)

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: コンテナとマイク
ロサービス、移行

ワークロード: Oracle AWS サービス: Amazon ECS

概要
このパターンでは、Oracle を実行するオンプレミスの Oracle Solaris SPARC システムを、Amazon 
Elastic Container Service（Amazon ECS）を使用して Apache TomEE（コンテナサポートが追加された 
Apache Tomcat）を実行する Docker コンテナベースのインストールに移行する手順について説明しま
す。 WebLogic

Oracle WebLogic から Tomcat に移行するアプリケーションに関連するデータベースの移行については、
このカタログのデータベース移行パターンを参照してください。 

ベストプラクティス

Java および Java Enterprise Edition (Java EE) の Web アプリケーションを移行する手順は、アプリケー
ションが使用するコンテナ固有のリソースの数によって異なります。Spring ベースのアプリケーション
は、デプロイコンテナへの依存関係が少ないため、通常は移行が簡単です。対照的に、エンタープライズ 
JavaBeans (EJB) およびスレッドプール、Java 認証および承認サービス (JAAS)、コンテナ管理パーシス
タンス (CMP) などの管理対象コンテナリソースを使用する Java EE アプリケーションでは、より多くの
労力が必要です。 

Oracle アプリケーションサーバー用に開発されたアプリケーションは、Oracle ID 管理スイートを頻繁に
使用します。オープンソースのアプリケーションサーバーに移行するお客様は、SAMLベースのフェデ
レーションを使用してID管理とアクセス管理を再実装することを選択することがよくあります。また、オ
ラクルのアイデンティティ・マネジメント・スイートからの移行が不可能な場合に、Oracle HTTP Server 
Webgateを使用する企業もあります。 

Java および Java EE ウェブアプリケーションは、AWS Fargate や Amazon ECS などの Docker ベースの 
AWS サービスへのデプロイに最適な候補です。お客様は、ターゲットアプリケーションサーバー (TomEE 
など) の最新バージョンと Java 開発キット (JDK) がプリインストールされた Docker イメージを選択する
ことがよくあります。ベースの Docker イメージ上にアプリケーションをインストールし、Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) レジストリに公開し、それを使用して AWS Fargate や Amazon ECS 
にアプリケーションをスケーラブルにデプロイします。 

アプリケーションのデプロイは柔軟性があることが理想的です。つまり、アプリケーションインスタンス
の数は、トラフィックやワークロードに応じてスケールインまたはスケールアウトします。つまり、需要
に合わせて容量を調整するには、アプリケーションインスタンスをオンラインにするか、終了する必要が
あります。 

Java アプリケーションを AWS に移行するときは、ステートレスにすることを検討してください。これ
は、コンテナ化を使用して水平スケーリングを可能にする AWS Well-Architected Framework の重要な
アーキテクチャ原則です。たとえば、ほとんどの Java ベースの Web アプリケーションは、ユーザーセッ
ション情報をローカルに保存します。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の自動スケーリン
グやその他の理由によるアプリケーションインスタンスの終了を防ぐには、ユーザーセッション情報をグ
ローバルに保存して、ウェブアプリケーションユーザーがウェブに再接続したり再ログインしたりするこ
となく、シームレスかつ透過的に作業を続けられるようにする必要があります。アプリケーション。この
アプローチには、Amazon ElastiCache for Redis やグローバルデータベースへのセッション状態の保存な
ど、いくつかのアーキテクチャオプションがあります。TomEE などのアプリケーションサーバーにはプラ
グインがあり、Redis、データベース、その他のグローバルデータストアによるセッションストレージと管
理を可能にします。

1871

http://tomee.apache.org/


AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon ECS で Oracle WebLogic から TomEE に移行する

Amazon や AWS X-Ray と簡単に統合できる、 CloudWatch 共通の一元化されたロギングおよびデバッグ
ツールを使用してください。移行は、アプリケーションのライフサイクル機能を向上させる機会を提供し
ます。たとえば、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを使用して変
更が簡単に行えるように、ビルドプロセスを自動化したい場合です。これには、ダウンタイムなしでデプ
ロイできるように、アプリケーションを変更する必要がある場合があります。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント 
• ソース Java コードと JDK
• Oracle で構築されたソースアプリケーション WebLogic
• アイデンティティとアクセス管理のための定義済みソリューション (SAMLまたはOracle Webgate)
• アプリケーションセッション管理のための定義済みソリューション (必要に応じて Amazon との移行 

like-for-like ElastiCache、またはアプリケーションのステートレス化)
• チームが Apache TomEE に移植するために J2EE 固有のライブラリをリファクタリングする必要がある

かどうかの理解 (Apache ウェブサイトの Java EE 7 の実装状況を参照してください)
• お客様のセキュリティ要件に基づいて強化された ToMee イメージ
• ターゲット toMEE がプリインストールされたコンテナイメージ 
• アプリケーションの修正について合意し、必要に応じて実施する（ロギング、デバッグ、ビルド、認証

など）

製品バージョン

• WebLogic オラクル OC4J、9i、10g 
• Tomcat 7 (Java 1.6 以降を搭載)

アーキテクチャ
 ソーステクノロジスタック

• Oracle を使用して構築された Web アプリケーション WebLogic
• オラクル・ウェブゲートまたは SAML 認証を使用する Web アプリケーション
• Oracle データベースバージョン 10g 以降に接続されている Web アプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon ECS 上で実行されている TomEE (コンテナサポートが追加された Apache Tomcat) (Amazon 
ECS での Java ウェブアプリケーションと Java マイクロサービスのデプロイも参照)

• Oracle 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)。Amazon RDS がサポートする Oracle 
バージョンについては、Amazon RDS for Oracle を参照してください。

ターゲットアーキテクチャ

Tools
TomEE を操作するには、Java アプリケーションを.war ファイルに再構築する必要があります。場合に
よっては、TomEE 上でアプリケーションを操作するためにアプリケーションの変更が必要になることが
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あります。必要な構成オプションと環境プロパティが正しく定義されていることを確認する必要がありま
す。   

また、Java ネーミングおよびディレクトリインターフェイス (JNDI) JavaServer ルックアップとペー
ジ (JSP) 名前空間も正しく定義する必要があります。 組み込みの T ライブラリとの名前の衝突を
避けるため、アプリケーションが使用するファイル名を確認することを検討してください。たとえ
ば、persistence.xml は Apache OpenJPA フレームワーク (TomEE の OpenEJB にバンドルされている) が
設定の目的で使用されるファイル名です。PUI の persistence.xml ファイルには、Spring フレームワークの 
Bean 宣言が含まれています。   

TomEE バージョン 7.0.3 以降 (Tomcat 8.5.7 以降) では、特殊文字を含む未加工の (エンコードされていな
い) URL に対して HTTP 400 レスポンス (不正リクエスト) が返されます。サーバーの応答は、エンドユー
ザーには空白のページとして表示されます。以前のバージョンの Tomee と Tomcat では、エンコードさ
れていない特定の特殊文字を URL に使用することができましたが、CVE-2016-6816 Web サイトに記載
されているように、これは安全ではないと見なされています。URL エンコーディングの問題を解決するに
は、ブラウザに直接渡される URL を、生の文字列として使用するのではなく、encodeURI () JavaScript 
メソッドでエンコードする必要があります。

.war ファイルを TomEe にデプロイしたら、Linux cat の起動ログを監視して、不足している共有ライブ
ラリや Oracle 固有の拡張機能がないか、Tomcat ライブラリから不足しているコンポーネントを追加しま
す。 

一般的な手順

• TomEE でアプリケーションを設定します。
• アプリケーションサーバー固有の構成ファイルおよびリソースを特定し、ソース形式からターゲット形

式に再構成します。
• JNDI リソースを特定して再構成します。
• EJB 名前空間とルックアップを、ターゲットアプリケーションサーバーが必要とする形式 (該当する場

合) に合わせて調整します。
• JAAS アプリケーションコンテナ固有のセキュリティロールとプリンシプルマッピング (該当する場合) 

を再設定します。
• アプリケーションと共有ライブラリを.war ファイルにPackage 化します。
• 提供されている Docker コンテナを使用して、.war ファイルを TomEE にデプロイします。
• 開始ログを監視して、不足している共有ライブラリとデプロイメント記述子拡張を特定します。見つ

かった場合は、最初のタスクに戻ってください。
• 復元された Amazon RDS データベースに対して、インストールしたアプリケーションをテストします。
• 「Docker コンテナのデプロイ」の手順に従って、ロードバランサーと Amazon ECS クラスターを使用

してアーキテクチャ全体を起動します。
• ロードバランサーを指すように URL を更新します。
• 構成管理データベース (CMDB) を更新します。

エピック
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの検出 (現在の
フットプリントとパフォーマン

  BA、マイグレーションリード
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タスク 説明 必要なスキル
スのベースライン) を実行しま
す。

ソースおよびターゲットのデー
タベースのバージョンおよびエ
ンジンを検証します。

  DBA

ソースとターゲットのアプリ
ケーション設計 (ID とセッション
管理) を検証します。

  DBA、移行エンジニア、アプリ
オーナー

ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェアとストレージ
の要件を特定します。

  DBA、 SysAdmin

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切なイ
ンスタンスタイプを選択してく
ださい。

  DBA、 SysAdmin

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスのセキュリティ要件を
特定します。

  DBA、 SysAdmin

アプリケーションの移行戦略と
ツールを特定します。

  DBA、移行リーダー

アプリケーションの移行設計と
移行ガイドを完成させてくださ
い。

  ビルドリード、マイグレーショ
ンリード

アプリケーション移行手順書を
完成させてください。

  ビルドリード、カットオーバー
リード、テストリード、マイグ
レーションリード

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

  SysAdmin

セキュリティグループの作成。   SysAdmin

Amazon RDS DB インスタンス
を設定および起動します。

  DBA、 SysAdmin

Amazon ECS デプロイを設定し
ます。

  SysAdmin

アプリケーションを Docker イ
メージとしてPackage 化しま
す。

  SysAdmin

イメージを Amazon ECR レジ
ストリにプッシュします (また

  SysAdmin
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タスク 説明 必要なスキル
は、このステップをスキップし
て Amazon ECS クラスターに
プッシュ配信します)。

アプリケーションのタスク定義
と Amazon ECS サービスオプ
ションを設定します。

  SysAdmin

クラスターを設定し、セキュリ
ティ設定を確認し、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールを設定します。

  SysAdmin

アプリケーションの移行手順
書に従ってセットアップを起動
し、テストを実行します。

  SysAdmin

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

セキュリティ保証チームから本
番データを AWS に移行する許可
を得てください。

  DBA、移行エンジニア、アプリ
オーナー

エンドポイントを作成してアク
セスし、データベースのバック
アップファイルを取得します。

  DBA

ネイティブデータベースエンジ
ンまたはサードパーティツー
ルを使用して、データベースオ
ブジェクトとデータを移行しま
す。

  DBA

アプリケーション移行ランブッ
クから必要なテストを実行し
て、データ移行が成功したこと
を確認します。

  DBA、移行エンジニア、アプリ
オーナー

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

移行用の変更リクエスト (CR) を
作成します。

  カットオーバーリード

移行のための CR 承認を取得し
てください。

  カットオーバーリード

アプリケーション移行ランブッ
クのアプリケーション移行戦略
に従ってください。

  DBA、移行エンジニア、アプリ
オーナー
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タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションをアップグ
レードします (必要な場合)。

  DBA、移行エンジニア、アプリ
オーナー

機能テスト、非機能テスト、
データ検証、SLA、およびパ
フォーマンステストを完了しま
す。

  テストリード、アプリオー
ナー、アプリユーザー

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションまたはビジネ
スオーナーからサインオフを取
得します。

  カットオーバーリード

テーブルトピックの演習を実行
して、カットオーバーランブッ
クのすべてのステップを順を
追って説明します。

  DBA、移行エンジニア、アプリ
オーナー

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA、移行エンジニア、アプリ
オーナー

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースを停止し
ます。

  DBA、移行エンジニア、 
SysAdmin

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  マイグレーションリード

移行時間、手動とツールの比
率、コスト削減などに関する指
標を収集します。

  マイグレーションリード

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  移行リード、アプリオーナー

関連リソース
リファレンス:

• アパッチ・トムキャット 7.0 ドキュメント 
• Apache Tomcat 7.0 インストールガイド 
• Apache Tomcat JNDI ドキュメンテーション 
• Apache to Mee ドキュメンテーション 
• Amazon RDS for Oracle 
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• アマゾン RDS 料金表 
• オラクルと AWS 
• Amazon RDS でのオラクルのドキュメント 
• 上の RDS Multi-AZ 配置 
• Amazon ECS の開始方法
• Amazon RDS の開始 

チュートリアルとビデオ

• Amazon RDS で Oracle データベースを実行するためのベストプラクティス (re: Invent 2018 プレゼン
テーション)

AWS DMS を使用して Oracle データベースを 
Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行す
る
作成者:チェサン・ガンガダライア (AWS)

R タイプ: プラットフォーム変更 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
Oracle

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Oracle AWS サービス: Amazon EC2; 
Amazon RDS

概要
このパターンは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の Oracle データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS 
for Oracle) に移行する手順を示しています。このパターンには、Oracle SQL Developer または SQL 
*Plus を使用して Oracle DB インスタンスに接続することもあり、一部のタスクを自動化する AWS 
CloudFormation テンプレートも含まれています。

Amazon RDS for Oracle に移行することで、データベースのプロビジョニング、バックアップとリカバ
リ、セキュリティパッチ、バージョンアップグレード、ストレージ管理などのデータベース管理タスクを 
Amazon RDS が処理する一方で、お客様はビジネスとアプリケーションに集中できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon EC2 の Oracle Database 用 Amazon マシンイメージ (AMI)

製品バージョン

• AWS DMS では、Enterprise、Standard、Standard One、Standard Two エディションの Amazon RDS 
インスタンスデータベース用の Oracle バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降）、12c、18c が
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サポートされています。サポートされているバージョンの最新情報については、AWS ドキュメントの
「AWS DMS のターゲットとして Oracle データベースを使用する」を参照してください。(添付の AWS 
CloudFormation テンプレートは、ソースデータベースとして Oracle バージョン 12c を使用していま
す)。

• オラクル SQL デベロッパー 4.0.3

アーキテクチャ
ソースアーキテクチャ

• Amazon EC2 上の Oracle データベース

ターゲットアーキテクチャ

• Amazon RDS for Oracle

マイグレーションアーキテクチャ

Tools
• AWS DMS — AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データベースを AWS に迅速かつ安

全に移行するのに役立ちます。同種移行と異機種移行の両方をサポートします。サポートされている 
Oracle データベースのバージョンとエディションについては、AWS ドキュメントの「AWS DMS の
ソースとして Oracle データベースを使用する」および「AWS DMS のターゲットとして Oracle データ
ベースを使用する」を参照してください。

• Oracle SQL Developer または SQL *Plus — これらのツールを使用すると、Amazon RDS for Oracle DB 
インスタンスに接続できます。

エピック
ターゲットデータベースを設定します

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスを作成します。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
RDS コンソール (https://
console.aws.amazon.com/rds/) 
を開きます。適切なエンジン、
テンプレート、データベース認
証情報設定、インスタンスタイ
プ、ストレージ、マルチ AZ 設
定、仮想プライベートクラウ
ド (VPC) と構成、ログイン認
証情報、および Oracle データ
ベースのその他の設定を選択し
て Oracle DB インスタンスを
作成します。手順については、
「関連リソース」セクション
のリンクを参照してください。
または、添付ファイルの AWS 

デベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon EC2 の Oracle から Oracle 
用 Amazon RDS for Oracle への移行

タスク 説明 必要なスキル
CloudFormation テンプレート 
(Create_RDS.yaml) を使用し
て、Amazon RDS for Oracle DB 
インスタンスを作成します。

Amazon RDS Connect 
し、Oracle ユーザーに権限を付
与します。

セキュリティグループを変更
して、ローカルマシンと AWS 
DMS レプリケーションインス
タンスから接続するための適切
なポートを開きます。接続を設
定するときは、VPC の外部か
らデータベースに接続できるよ
うに、「パブリックにアクセス
可能」オプションが選択されて
いることを確認してください。
ログイン認証情報を使用して 
Oracle SQL Developer または 
SQL *Plus を使用して Amazon 
RDS Connect し、AWS DMS 
ユーザーを作成し、データベー
スを変更するために必要な権限
を AWS DMS ユーザーに提供し
ます。

デベロッパー

ソース EC2 インスタンスのセキュリティグループを設定します。

タスク 説明 必要なスキル

Oracle データベースが稼働して
いるかどうかを確認します。

セキュアシェル (SSH) を使用
して EC2 インスタンスに接
続し、SQL *Plus を使用して 
Oracle データベースに接続して
みます。

デベロッパー

セキュリティグループを変更し
ます。

ローカルマシンと AWS DMS レ
プリケーションインスタンスか
ら接続できるように、EC2 イン
スタンスのセキュリティグルー
プを変更して適切なポートを開
きます。

デベロッパー

AWS DMS のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを作成します。

AWS DMS では、Amazon RDS 
for Oracle DB インスタンスと
同じ VPC にレプリケーション
インスタンスを作成します。レ
プリケーションインスタンスの
名前と説明を指定し、インスタ
ンスクラスとレプリケーション
エンジンのバージョン (デフォ

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon EC2 の Oracle から Oracle 
用 Amazon RDS for Oracle への移行

タスク 説明 必要なスキル
ルトを使用) を選択し、Amazon 
RDS DB インスタンスを作成
した VPC を選択し、必要に応
じてマルチ AZ 設定を設定し、
ストレージを割り当て、アベ
イラビリティーゾーンを指定
し、追加を設定します。設定。
または、添付ファイルの AWS 
CloudFormation テンプレート 
(DMS.yaml) を使用してこのス
テップを実装することもできま
す。

ソースとターゲットのエンドポ
イントConnect。

エンドポイント ID、エンジン、
サーバー、ポート、ログイン
認証情報、その他の接続属性を
指定して、ソースとターゲット
のデータベースエンドポイント
を作成します。ソースサーバー
には、Oracle データベースを
ホストしている EC2 インスタ
ンスのパブリック DNS を使用
します。ターゲットサーバー
には、Amazon RDS for Oracle 
のエンドポイントを使用しま
す。テストを実行して、ソー
ス接続とターゲット接続が機
能していることを確認します。
または、添付ファイルの AWS 
CloudFormation テンプレート 
(DMS.yaml) を使用してこのス
テップを実装することもできま
す。

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Logstash OpenSearch を使用してオラ
クルからアマゾンサービスに移行する

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS タスクを作成しま
す。

AWS DMS タスクを作成して、
ソースエンドポイントからター
ゲットエンドポイントにデータ
を移行したり、ソースエンドポ
イントとターゲットエンドポイ
ント間のレプリケーションを設
定したり、あるいはその両方を
行います。AWS DMS タスク
を作成するときは、レプリケー
ションインスタンス、ソースエ
ンドポイント、ターゲットエン
ドポイント、移行タイプ (デー
タのみ、レプリケーションの
み、または両方)、テーブルマッ
ピング、およびフィルタを指定
します。Amazon で AWS DMS 
タスクを実行し、タスクを監視
し、テーブル統計を確認し、ロ
グを確認します CloudWatch。
または、添付ファイルの AWS 
CloudFormation テンプレート 
(DMS.yaml) を使用してこのス
テップを実装することもできま
す。

DBA

関連リソース
• Amazon RDS DB インスタンスの作成
• Oracle データベースエンジンを実行している DB インスタンスへの接続
• AWS DMS のドキュメント
• AWS DMS のステップバイステップチュートリアル
• Oracle データベースの AWS クラウドへの移行

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データ
ベースを Amazon OpenSearch サービスに移行します

作成者:アディティア・ゴテティ (AWS)

環境:PoC またはパイロット ソース:オラクル・データベース 対象: OpenSearch アマゾンサー
ビス

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オラクル テクノロジー:移行; データベース
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateOracleInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ConnectToOracleInstance.html
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/DMS-SBS-Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-oracle-database/welcome.html
samples/p-attach/4db0c731-0897-4eb8-a06f-b648c3d94b2c/attachments/attachment.zip


AWS 規範的ガイダンス パターン
Logstash OpenSearch を使用してオラ
クルからアマゾンサービスに移行する

AWS サービス: OpenSearch ア
マゾンサービス

概要
このパターンは、Logstash を使用してオンプレミスの Oracle データベースから Amazon OpenSearch 
Service にデータを移動する方法を示しています。アーキテクチャ上の考慮事項と、必要なスキルセット
と推奨事項が含まれています。データは 1 つのテーブルにある場合もあれば、全文検索を実行する必要が
ある複数のテーブルのデータであってもかまいません。 

OpenSearch サービスは、仮想プライベートクラウド (VPC) 内で設定することも、IP ベースの制限で公
開することもできます。このパターンは、 OpenSearch サービスが VPC 内で設定されるシナリオを示し
ています。Logstashは、Oracleデータベースからデータを収集し、JSON形式に解析して、 OpenSearch 
データをServiceに送るために使用されます。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Java 8 (Logstash 6.4.3 で必要)
• AWS Virtual Private Network (AWS VPN) を使用して確立された VPC オンプレミスデータベースサー

バーと Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス間の接続
• データベースから OpenSearch Service にプッシュ配信するために必要なデータを取得するためのクエ

リ
• Oracle Java Database Connectivity (JDBC) ドライバ

機能制限

• Logstashは、データベースからハード削除されたレコードを識別できません 

製品バージョン

• Oracle Database 12c
• OpenSearch サービス 6.3
• Logstash 6.4.3

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミス Oracle データベース
• オンプレミス AWS VPN

ターゲットテクノロジースタック

• VPC
• EC2 インスタンス
• OpenSearch サービス 
• ログスタッシュ
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Logstash OpenSearch を使用してオラ
クルからアマゾンサービスに移行する

• NAT ゲートウェイ (EC2 インスタンスでのオペレーティングシステムの更新と Java 8、Logstash、およ
びプラグインのインストール用)

データ移行アーキテクチャ

Tools
• Logstash 6.4.3
• JDBC 入力プラグイン (ダウンロードと詳細情報)
• ログスタッシュ出力プラグイン (logstash-output-amazon_es)
• オラクル JDBC ドライバ

エピック
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータのサイズを特定し
ます。

ソースデータのサイズは、イン
デックスに設定するシャードの
数を決定するために使用するパ
ラメーターの1つです。

DBA、データベース開発者

各列のデータ型と対応するデー
タを分析します。

OpenSearch ドキュメント内で
これまで表示されていなかった
フィールドが見つかると、サー
ビスはデータタイプを動的に
マッピングします。明示的に宣
言する必要がある特定のデータ
型または形式 (日付フィールド
など) がある場合は、インデック
スの作成時にフィールドを特定
し、それらのフィールドのマッ
ピングを定義します。

アプリ所有者、開発者、データ
ベース開発者

主キーまたはユニークキーを含
む列があるかどうかを確認しま
す。

更新または挿入中にAmazon 
OpenSearch Serviceのレコー
ドが重複しないようにするに
は、document_idamazon_esプ
ラグインの出力セク
ションで設定 (たとえ
ば、document_id => 
"%{customer_id}"customer_id
whereはプライマリキー) を設定
する必要があります。

アプリ所有者、開発者

追加された新しいレコードの数
と頻度を分析し、レコードが削
除される頻度を確認します。

このタスクは、ソースデータの
増加率を理解するために必要
です。データが頻繁に読み取ら
れ、挿入がまれな場合は、1 つの
インデックスを作成できます。
新しいレコードが頻繁に挿入さ
れ、削除されない場合、シャー

アプリ所有者、開発者
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https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/plugins-inputs-jdbc.html
https://github.com/awslabs/logstash-output-amazon_es


AWS 規範的ガイダンス パターン
Logstash OpenSearch を使用してオラ
クルからアマゾンサービスに移行する

タスク 説明 必要なスキル
ドサイズは推奨最大サイズの 50 
GB を簡単に超える可能性があ
ります。この場合、Logstash
とエイリアスを使用してアクセ
スできるコードでインデックス
パターンを設定することで、イ
ンデックスを動的に作成できま
す。

必要なレプリカの数を決定して
ください。

  アプリ所有者、開発者

インデックスに設定するシャー
ドの数を決定します。

  アプリ所有者、開発者

専用マスターノード、データ
ノード、および EC2 インスタン
スのインスタンスタイプを特定
します。

詳細については、「関連リソー
ス (p. 1886)」セクションを参照
してください。

アプリ所有者、開発者

必要な専用マスターノードと
データノードの数を決定しま
す。

詳細については、「関連リソー
ス (p. 1886)」セクションを参照
してください。

 

[データを移行]

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを起動しま
す。

AWS VPN が接続されている 
VPC 内で EC2 インスタンスを起
動します。

アマゾン VPC コンストラク
ト、AWS VPN

EC2 インスタンスに Logstash を
インストールします。

  デベロッパー

Logstash プラグインをインス
トールします。

必要な Logstashjdbc-input
プラグインをインストール
し、 logstash-output-
amazon_es.

デベロッパー

Logstash を設定します。 Logstash キーストアを作成して 
AWS Secrets Manager キーや
データベース認証情報などの機
密情報を保存し、その参照情報
を Logstash 設定ファイルに格納
します。

デベロッパー

デッドレターキューとパーシス
テントキューを設定します。

デフォルトでは、データにマッ
ピングエラーやその他の問題
があるために処理できないイベ
ントが発生すると、Logstash
パイプラインはハングアップ
するか、失敗したイベントを
ドロップします。このような
状況でのデータ損失を防ぐた
め、Logstashは失敗したイベ

デベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Logstash OpenSearch を使用してオラ
クルからアマゾンサービスに移行する

タスク 説明 必要なスキル
ントをドロップする代わりに
デッドレターキューに書き込
むように設定できます。異常
終了時のデータ損失を防ぐた
め、Logstashにはメッセージ
キューをディスクに保存する永
続キュー機能があります。永続
キューはLogstashのデータ耐久
性を提供します。

Amazon OpenSearch サービスド
メインを作成します。

AWS Identity and Access 
Management (IAM) 認証情報
でリクエストに署名する必要
のないアクセスポリシーで 
Amazon OpenSearch Service ド
メインを作成します。Amazon 
OpenSearch Service ドメイン
は、同じ VPC 内に作成する必要
があります。また、分析に基づ
いてインスタンスタイプを選択
し、専用ノードとマスターノー
ドの数を設定する必要がありま
す。

デベロッパー

必要な Amazon OpenSearch 
サービスログを設定します。

詳細については、OpenSearch 
サービスドキュメントを参照し
てください。

 

インデックスを作成します。   デベロッパー

Logstash を起動します。 Logstash をバックグラウン
ドサービスとして実行しま
す。Logstashは、設定された
SQLクエリを実行し、データ
を取得してJSON形式に変換
し、 OpenSearch Serviceに
フィードします。初期ロードで
は、Logstash設定ファイルでス
ケジューラーを設定しないでく
ださい。

デベロッパー
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https://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/cloudwatch-alarms.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/cloudwatch-alarms.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/cloudwatch-alarms.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for Oracle に移行する

タスク 説明 必要なスキル

書類をチェックしてください。 インデックス上のドキュメント
の数と、すべてのドキュメント
がソースデータベースに存在す
るかどうかを確認します。初期
ロード時にインデックスに追加
され、Logstashの停止に使用さ
れます。

Logstashの設定を変更して、
クライアントの要件に応じ
て一定間隔で実行されるスケ
ジューラーを追加し、Logstash
を再起動します。Logstashは
前回の実行後に更新または追
加されたレコードのみを選択
し、last_run_metadata_path 
=> “/usr/share/
logstash/.logstash_jdbc_last_run”最
終実行タイムスタンプは
Logstash設定ファイルのプロパ
ティで設定されたファイルに保
存されます。

デベロッパー

関連リソース
• CloudWatch 推奨アラーム 
• 専用の Amazon OpenSearch サービスマスターノード 
• Amazon OpenSearch サービスドメインのサイジング 
• ログスタッシュドキュメント 
• JDBC 入力プラグイン
• ログスタッシュ出力プラグイン
• OpenSearch アマゾンサービスウェブサイト 

オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS 
for Oracle に移行する

バジ・シェイク (AWS) とパバン・プスルリ (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
Oracle

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: Oracle テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon RDS; 
AWS DMS
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https://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/cloudwatch-alarms.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for Oracle に移行する

概要
このパターンは、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) for Oracle に移行するステップです。移行プロセスの一環として、移行計画を作成し、ソースデータ
ベースに基づいてターゲットデータベースインフラストラクチャに関する重要な要素を検討します。ビジ
ネス要件とユースケースに基づいて、次の 2 つの移行オプションのいずれかを選択できます。

1. AWS Database Migration Service (AWS DMS) — AWS DMS を使用して、データベースを AWS クラ
ウドに迅速かつ安全に移行できます。移行中もソースデータベースは完全に動作し続けるため、デー
タベースに依存するアプリケーションのダウンタイムが最小限に抑えられます。AWS DMS を使用し
て、変更データキャプチャ (CDC) と呼ばれるプロセスを通じて最初の全負荷移行を完了した後に進行
中の変更をキャプチャするタスクを作成することで、移行時間を短縮できます。詳細については、AWS 
ドキュメントの「AWS DMS を使用した Oracle から Amazon RDS への移行」を参照してください。

2. Oracle ネイティブツール — Oracle、データポンプエクスポート、Oracle GoldenGate for CDC による
データポンプインポートなどのネイティブ Oracle ツールを使用してデータベースを移行できます。オ
リジナルのエクスポートユーティリティやオリジナルのインポートユーティリティなどのネイティブの
Oracle ツールを使用して、フルロード時間を短縮することもできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスの Oracle データベース
• Amazon RDS Oracle データベース (DB) インスタンス

機能制限

• データベースサイズの制限: 64 TB

製品バージョン

• オラクルのバージョン 11g (バージョン 11.2.0.0.3.v1 以降) および 12.2 および 18c までのバージョ
ン 11g (バージョン 11.2.0.0.3.v1 以降) および 12.2 および 18c。サポートされているバージョンとエ
ディションの最新リストについては、AWS ドキュメントの Amazon RDS for Oracle を参照してくだ
さい。AWS DMS でサポートされている Oracle バージョンについては、AWS DMS ドキュメントの
「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する」を参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for Oracle

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS DMS を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行
する方法を示しています。
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Task.CDC.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Task.CDC.html
http://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/move-to-managed/migrate-oracle-to-amazon-rds/
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/dp_import.htm#SUTIL300
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/dp_export.htm#SUTIL200
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/dp_import.htm#SUTIL300
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/dp_export.htm#SUTIL200
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/introduction-oracle-goldengate.htm#GGCON-GUID-EF513E68-4237-4CB3-98B3-2E203A68CBD4
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https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/original_export.htm#SUTIL3634
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/original_import.htm#SUTIL001
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/original_export.htm#SUTIL3634
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
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図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. 既存のデータベースユーザーを作成または使用し、そのユーザーに必要な AWS DMS アクセス権限を付
与し、ARCHIVELOG モードをオンにしてから、補足ログを設定します。

2. オンプレミスと AWS ネットワーク間のインターネットゲートウェイを設定します。
3. AWS DMS のソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを設定します。
4. AWS DMS レプリケーションタスクを設定して、ソースデータベースからターゲットデータベースに

データを移行します。
5. ターゲットデータベースで移行後のアクティビティを完了します。

次の図は、ネイティブ Oracle ツールを使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for 
Oracle に移行する方法を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. 既存のデータベースユーザーを作成または使用し、Oracle Export () ユーティリティと Import (expimp) 
ユーティリティを使用して Oracle データベースをバックアップするために必要な権限を付与します。

2. オンプレミスと AWS ネットワーク間のインターネットゲートウェイを設定します。
3. バックアップデータベースを使用するように Bastion ホスト上の Oracle クライアントを設定します。
4. バックアップデータベースを Amazon Simple Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップ

ロードします。
5. Amazon S3 から Amazon S3 用の Amazon RDS for Oracle データベースにバックアップを復元しま

す。
6. CDC GoldenGate 用に Oracle を設定します。
7. ターゲットデータベースで移行後のアクティビティを完了します。

Tools
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データストアを AWS クラウドに移行したり、クラ

ウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行したりするのに役立ちます。
• Oracleのネイティブツールを使用すると、同種の移行を実行できます。Oracle Data Pump を使用して、

ソースデータベースとターゲットデータベース間でデータを移行できます。このパターンでは、Oracle 
Data Pump を使用して、ソースデータベースからターゲットデータベースへの全ロードを実行します。

• GoldenGateOracleでは、2つ以上のデータベース間で論理レプリケーションを実行できます。このパ
ターンでは GoldenGate 、Oracle Data Pump を使用して初回ロード後にデルタ変更を複製します。

エピック
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

プロジェクト文書を作成し、
データベースの詳細を記録しま
す。

1. 移行目標、移行要件、主要な
プロジェクト関係者、プロ
ジェクトのマイルストーン、
プロジェクトの期限、主要な
指標、移行リスク、リスク軽
減計画を文書化します。

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-Managed
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-Managed
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-Managed.Configuration.ArchiveLogMode
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-Managed.Configuration.SupplementalLogging
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.Creating.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.html
https://www.oracle.com/security/cloud-security/bastion/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/dp_overview.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/introduction-oracle-goldengate.htm#GGCON-GUID-EF513E68-4237-4CB3-98B3-2E203A68CBD4
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タスク 説明 必要なスキル
2. RAM、IOPS、CPU など、

ソースデータベースに関する
重要な情報を文書化します。
後でこの情報を使用して、適
切なターゲット DB インスタ
ンスを決定します。

3. ソースデータベースとター
ゲットデータベースのバー
ジョンを検証します。

ストレージ要件を特定します。 以下を含むストレージ要件を特
定して文書化します。

1. ソース DB インスタンスに割
り当てられたストレージを計
算します。

2. ソース DB インスタンスから
過去の成長メトリクスを収集
します。

3. ターゲット DB インスタンス
のfuture 成長をForecast しま
す。

[Note:] (メモ:) 汎用 (gp2) SSD ボ
リュームの場合、1 GB のスト
レージあたり 3 IOPS が得られま
す。 ソースデータベースの読み
取りと書き込み IOPS の合計数を
計算してストレージを割り当て
ます。

DBA、 SysAdmin

コンピューティング要件に基づ
いて適切なインスタンスタイプ
を選択してください。

1. ターゲット DB インスタンス
のコンピューティング要件を
決定します。

2. パフォーマンスの問題を特定
します。

3. 適切なインスタンスタイプを
決定する要因を検討してくだ
さい。
• ソース DB インスタンスの 

CPU 使用率
• ソース DB インスタンスの 

IOPS (読み取りと書き込み)
• ソース DB インスタンスの

メモリフットプリント

SysAdmin
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http://aws.amazon.com/ebs/volume-types/
http://aws.amazon.com/ebs/volume-types/
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タスク 説明 必要なスキル

ネットワークアクセスのセキュ
リティ要件を特定します。

1. ソースデータベースとター
ゲットデータベースのネッ
トワークアクセスのセキュリ
ティ要件を特定して文書化し
ます。

2. アプリケーションがデータ
ベースと通信できるように適
切なセキュリティグループを
設定します。

DBA、 SysAdmin

アプリケーション移行戦略を特
定します。

1. 移行カットオーバー戦略を決
定し、文書化します。

2. アプリケーションの目標復旧
時間 (RTO) と目標復旧時点 
(RPO) を決定して文書化し、
それに応じてカットオーバー
の計画を立てます。

DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

移行リスクを特定します。 データベースを評価し、移行特
有のリスクと軽減策を文書化し
ます。例:

• ログに記録されない表を特定
し、復旧時にデータが損失す
るリスクを明確にします。

• ソースデータベースのユー
ザーと権限を抽出し、Amazon 
RDS 権限との競合を強調表示
します。

• アラート・ログを確認し
て、Oracle固有のエラーや警告
がないか確認してください。

• ターゲット DB インスタンスの
サポートされている機能とサ
ポートされていない機能を特
定します。

• ターゲット DB バージョンエン
ジンの廃止予定の機能を確認
してください。

DBA

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

VPC を作成します。 ターゲット DB インスタンス用
に新しい Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) を作成しま
す。

SysAdmin

セキュリティグループを作成し
ます。

新しい VPC にセキュリティグ
ループを作成して、DB インスタ

SysAdmin
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https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/gsg_create_vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/gsg_create_vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/gsg_create_vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/gsg_create_vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/working-with-security-groups.html#creating-security-group
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/working-with-security-groups.html#creating-security-group
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タスク 説明 必要なスキル
ンスへのインバウンド接続を許
可します。

Amazon RDS for Oracle DB イン
スタンスを作成する.

新しい VPC とセキュリティグ
ループを使用してターゲット DB 
インスタンスを作成し、インス
タンスを起動します。

SysAdmin

(オプション 1) Oracle またはサードパーティのネイティブツールを使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースを準備しま
す。

1. Data Pump ディレクトリを作
成するか、既存のディレクト
リを使用します。

2. 移行ユーザーを作成し、デー
タポンプ抽出を実行する権限
を付与します。

3. SQL スクリプトとしてソー
スデータベースからロール、
ユーザー、テーブルスペース
を抽出します。

4. 抽出したデータポンプダンプ
をターゲット DBdata pump
インスタンスディレクトリに
転送します。

DBA、 SysAdmin

ターゲットデータベースを準備
します。

1. すべてのデータベースオプ
ション (テキストや Java など) 
がターゲットの Amazon RDS 
for Oracle DB インスタンスに
インストールまたは有効化さ
れていることを確認します。

2. Data Pump ディレクトリを作
成するか、既存のディレクト
リを使用します。

3. 移行ユーザーを作成し、デー
タポンプのインポートを実行
する権限を付与します。

4. ターゲット DB インスタン
スに、必要な表領域、ユー
ザー、ロールを作成します。

5. 転送されたデータポンプエク
スポートダンプをターゲット
データベースにインポートし
ます。

6. インポートまたはオブジェ
クト作成時に除外されたイン
デックスを作成します。

7. インポート時に除外された制
約をすべて作成します。

DBA、 SysAdmin
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-overview.html#GUID-EEB32B50-8A00-40B0-8787-CC2C8BA05DC5
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-overview.html#GUID-EEB32B50-8A00-40B0-8787-CC2C8BA05DC5
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-overview.html#GUID-EEB32B50-8A00-40B0-8787-CC2C8BA05DC5
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-overview.html#GUID-EEB32B50-8A00-40B0-8787-CC2C8BA05DC5
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-overview.html#GUID-EEB32B50-8A00-40B0-8787-CC2C8BA05DC5


AWS 規範的ガイダンス パターン
Oracle から Amazon RDS for Oracle に移行する

タスク 説明 必要なスキル
8. 無効なオブジェクトを検証ま

たは再コンパイルします。
9. 無効なインデックスを再構築

します。
10.ソースデータベースとター

ゲットデータベース間のデー
タベースオブジェクト数を検
証します。

11.オブジェクト数の間に不一致
が見つかった場合は解決しま
す。

(オプション 2) AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

データを準備します。 1. ソースデータベースのデータ
をクリーンアップします。

2. レプリケーションインスタン
スを作成する。

3. ソースエンドポイントとター
ゲットエンドポイントを作成
します。

4. 移行するテーブルとオブジェ
クトの数を特定します。

DBA

データを移行します。 1. 外部キーの制約とトリガーを
ターゲットデータベースにド
ロップします。

2. ターゲットデータベースのセ
カンダリインデックスを削除
します。

3. ソースデータベースからター
ゲットデータベースまで AWS 
DMS フルロードタスク設定を
行います。

4. 外部キーを有効にします。
5. AWS DMS CDC が継続的な

変更を複製できるようにしま
す。

6. トリガーを有効にします。
7. シーケンスを更新します。
8. ソースデータとターゲット

データを検証します。

DBA
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http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-aws-dms-replication-instance/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-aws-dms-replication-instance/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.FullLoad.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.FullLoad.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.FullLoad.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Task.CDC.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Task.CDC.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Task.CDC.html
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ターゲットデータベースにカットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

1. Oracle を指すすべてのアプリ
ケーションサービスとクライ
アント接続を停止します。

2. AWS DMS タスクを実行しま
す。

3. ロールバックタスク (Amazon 
RDS データベースからオンプ
レミスの Oracle データベース
へのリバース CDC など) を設
定します。

4. データを検証します。
5. Amazon Route 53 を新しい 

Amazon RDS for Oracle DB イ
ンスタンスに設定して、新し
いターゲットデータベースで
アプリケーションサービスを
開始します。

6. Amazon CloudWatch モニタリ
ングを、新しい Amazon RDS 
for Oracle DB インスタンスに
追加します。

DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

ロールバックプランを実装して
ください。

1. Amazon RDS for Oracle DB イ
ンスタンスを参照しているア
プリケーションサービスをす
べて停止します。

2. AWS DMS タスクを使用し
て、変更をソースのオンプレ
ミスの Oracle データベースに
ロールバックします。

3. オンプレミスの Oracle データ
ベースから Amazon RDS for 
Oracle データベースで実行さ
れている AWS DMS タスクを
停止します。

4. ソースの Oracle データベース
にアプリケーションを構成し
直します。

5. ロールバックデプロイが完了
したことを確認します。

DBA、アプリケーションオー
ナー

移行プロジェクトを終了する

タスク 説明 必要なスキル

リソースをクリーンアップしま
す。

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスや S3 バケットなどの
一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンまたは削除します。

DBA、 SysAdmin
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タスク 説明 必要なスキル

プロジェクト文書を確認する。 移行計画の文書と目標を確認
し、必要な移行手順をすべて完
了したことを確認します。

DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

メトリクスを収集します。 移行にかかる時間、手動タスク
とツールベースのタスクの割
合、コスト削減などの関連指標
など、主要な移行指標を記録し
ます。

DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

プロジェクトを終了します。 移行プロジェクトを締めく
くり、その取り組みに関する
フィードバックを収集します。

DBA SysAdmin、アプリケーショ
ンオーナー

関連リソース
リファレンス:

• Oracle データベースを AWS に移行するための戦略 (AWS ホワイトペーパー)
• AWS Database Migration Service (AWS DMS ドキュメント)
• Amazon RDS 料金表 (Amazon RDS ドキュメント)

チュートリアルとビデオ

• AWS Database Migration Service 開始 (AWS DMS ドキュメント)
• Amazon RDS リソース (Amazon RDS ドキュメント)
• AWS Database Migration Service (DMS) (YouTube)

Oracle データポンプを使用して、オンプレミスの 
Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移
行する
モハン・アンナム (AWS) とブライアン・モッツァー (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:データベース:リレーショ
ナル

対象:Amazon RDS for Oracle

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オラクル テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
このパターンでは、Oracle Data Pump を使用して、オンプレミスデータセンターから Oracle DB インス
タンス用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に Oracle DB インスタンス用の Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) を移行する方法について説明します。 
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https://d1.awsstatic.com/whitepapers/strategies-for-migrating-oracle-database-to-aws.pdf
http://aws.amazon.com/dms/
http://aws.amazon.com/rds/pricing/
http://aws.amazon.com/dms/getting-started/
http://aws.amazon.com/rds/getting-started/
https://www.youtube.com/watch?v=zb4GcjEdl8U
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このパターンでは、ソースデータベースからDump ファイルを作成し、これらのファイルを Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに格納し、これらのデータを Amazon RDS for Oracle DB 
インスタンスに復元します。このパターンは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を移行に使
用すると制限がある場合に役立ちます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Identity and Access Management (IAM) でロールを作成し、Amazon S3 マルチパートアップロー

ドに必要な許可を設定する
• 移行元のデータベースからデータをエクスポートするのに必要な許可
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) のインストールと設定

製品バージョン

• Oracle Data Pump は Oracle Database 10g リリース 1 (10.1) 以降のバージョンでのみ使用できます。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for Oracle
• SQL クライアント (オラクル SQL デベロッパー)
• S3 バケット

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャとターゲットアーキテクチャー

Tools
AWS サービス

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、認証と使用許可を受けるユーザーを制御すること
で、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。このパターンでは、IAM を使用して 
Amazon S3 から Amazon RDS for Oracle にデータを移行するために必要なロールとポリシーを作成し
ます。

• Oracle 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドで Oracle 
Relational Database をセットアップ、運用、スケーリングするのに役立ちます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

• Oracle Data Pumpを使用すると、データやメタデータをあるデータベースから別のデータベースに高速
に移動できます。このパターンでは、Oracle データポンプを使用してデータダンプ (.dmp) ファイルを 
Oracle サーバーにエクスポートし、それを Oracle Amazon RDS for Oracle にインポートします。詳細
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルデータポンプを使用し

て Oracle から Amazon RDS に移行

については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS の Oracle にデータをインポートする」を参
照してください。

• Oracle SQL Developerは、従来のデプロイメントとクラウドベースのデプロイメントの両方におけるオ
ラクル・データベースの開発と管理を簡素化する統合開発環境です。オンプレミスの Oracle データベー
スと Amazon RDS for Oracle の両方と相互作用して、データのエクスポートとインポートに必要な SQL 
コマンドを実行します。

叙事詩
S3 バケットの作成

タスク 説明 必要なスキル

バケットを作成します。 S3 バケットを作成するに
は、AWS ドキュメントの指示に
従ってください。

AWS システム管理者

IAM ロールを作成し、ポリシーを割り当てます。

タスク 説明 必要なスキル

IAM 許可を設定する 権限を設定するには、AWS ド
キュメントの指示に従ってくだ
さい。

AWS システム管理者

ターゲットの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを作成し、Amazon S3 インテグレーショ
ンロールを関連付けます。

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットの Amazon RDS for 
Oracle DB インスタンスを作成し
ます。

Amazon RDS for Oracle インス
タンスを作成するには、AWS ド
キュメントの指示に従ってくだ
さい。

AWS システム管理者

ロールを DB インスタンスに関連
付けます。

ロールをインスタンスに関連付
けるには、AWS ドキュメントの
指示に従ってください。

DBA

ターゲットデータベースにデータベースユーザーを作成します

タスク 説明 必要なスキル

ユーザーを作成します。 Oracle SQL Developer また
は SQL*Plus からターゲット 
Amazon RDS for Oracle データ
ベースConnect し、次の SQL コ
マンドを実行してスキーマのイ
ンポート先となるユーザーを作
成します。

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Procedural.Importing.html#Oracle.Procedural.Importing.DataPump.S3
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルデータポンプを使用し

て Oracle から Amazon RDS に移行

タスク 説明 必要なスキル

create user SAMPLE_SCHEMA 
 identified by <PASSWORD>;
grant create session, 
 resource to <USER NAME>;
alter user <USER NAME> quota 
 100M on users;

ソース Oracle データベースからエクスポートファイルを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

データダンプファイルを作成し
ます。

sample.dmpDATA_PUMP_DIRSAMPLE_SCHEMAユー
ザーをエクスポートするための
ディレクトリにという名前のダ
ンプファイルを作成するには、
次のスクリプトを使用します。

DECLARE 
    hdnl NUMBER;
BEGIN 
    hdnl := 
 dbms_datapump.open(operation 
 => 'EXPORT',  
                             
    job_mode => 'SCHEMA',  
                             
    job_name => NULL); 

    
 dbms_datapump.add_file( handle 
 => hdnl,  
                            
 filename => 'sample.dmp',  
                     
        directory => 
 'DATA_PUMP_DIR',  
                   
          filetype 
 => dbms_datapump.ku
$_file_type_dump_file); 

    
 dbms_datapump.add_file(handle 
 => hdnl,  
                            
 filename => 'export.log',  
                     
        directory => 
 'DATA_PUMP_DIR',  
                   
          filetype 
 => dbms_datapump.ku
$_file_type_log_file); 

    
 dbms_datapump.metadata_filter(hdnl, 
 'SCHEMA_EXPR', 'IN 
 (''SAMPLE_SCHEMA'')');   

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルデータポンプを使用し

て Oracle から Amazon RDS に移行

タスク 説明 必要なスキル

   
 dbms_datapump.start_job(hdnl);
END;
/

export.logDATA_PUMP_DIRロー
カルディレクトリのファイルを
確認して、エクスポートの詳細
を確認します。

ダンプファイルを S3 バケットにアップロードする

タスク 説明 必要なスキル

移行元のDump ファイルを S3 バ
ケットにアップロードします。

AWS CLI を使用して、次のコマ
ンドを実行します。

aws s3 cp sample.dmp s3://
<bucket_created_epic_1>/

DBA

S3 バケットから RDS インスタンスにエクスポートファイルをダウンロードする

タスク 説明 必要なスキル

データダンプファイルを Amazon 
RDS にダウンロードする

S3sample.dmp バケットから 
Amazon RDS for Oracle データ
ベースにダンプファイルをコ
ピーするには、次の SQL コマ
ンドを実行します。この例で
は、sample.dmpファイルは 
S3 バケットから Oraclemy-s3-
integration1DATA_PUMP_DIR
ディレクトリにダウンロードさ
れます。データベースとエクス
ポートファイルの両方を収容す
るのに十分なディスク容量が 
RDS インスタンスに割り当てら
れていることを確認してくださ
い。

-- If you want to download 
 all the files in the 
 S3 bucket remove the 
 p_s3_prefix line.

SELECT 
 rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3( 
      p_bucket_name    => 
  'my-s3-integration',     
      p_s3_prefix => 
 'sample.dmp', 

AWS システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルデータポンプを使用し

て Oracle から Amazon RDS に移行

タスク 説明 必要なスキル
      p_directory_name => 
  'DATA_PUMP_DIR')  
   AS TASK_ID FROM DUAL;

前のコマンドはタスク ID を出力
します。タスク ID のデータを確
認してダウンロードのステータ
スを確認するには、次のコマン
ドを実行します。

SELECT text FROM 
 table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','dbtask-
<task_id>.log'));

DATA_PUMP_DIRディレクトリの
ファイルを表示するには、以下
のコマンドを実行します。

SELECT 
 filename,type,filesize/1024/1024 
 size_megs,to_char(mtime,'DD-
MON-YY HH24:MI:SS') 
 timestamp
FROM 
 TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory 
 => upper('DATA_PUMP_DIR'))) 
 order by 4;

ダンプファイルをターゲットデータベースにインポートします

タスク 説明 必要なスキル

スキーマとデータを Amazon 
RDS に復元します。

sample_schemaダンプファイル
をデータベーススキーマにイン
ポートするには、SQL Developer 
または SQL*Plus から次の SQL 
コマンドを実行します。

DECLARE
hdnl NUMBER;
BEGIN

hdnl := 
 DBMS_DATAPUMP.OPEN( operation 
 => 'IMPORT', job_mode => 
 'SCHEMA', job_name=>null);

DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle 
 => hdnl, filename => 
 'sample.dmp', directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype 
 => dbms_datapump.ku
$_file_type_dump_file);

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オラクルデータポンプを使用し

て Oracle から Amazon RDS に移行

タスク 説明 必要なスキル
DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle 
    => hdnl, filename  => 
 'import.log', directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype 
  => dbms_datapump.ku
$_file_type_log_file);

DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(hdnl,'SCHEMA_EXPR','IN 
 (''SAMPLE_SCHEMA'')');

DBMS_DATAPUMP.START_JOB(hdnl);

END;
/

インポートからのログファイル
を表示するには、次のコマンド
を実行します。

SELECT text FROM 
 table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('DATA_PUMP_DIR','import.log'));

DATA_PUMP_DIR ディレクトリからダンプファイルを削除します

タスク 説明 必要なスキル

エクスポートファイルを一覧表
示してクリーンアップします。

DATA_PUMP_DIRディレクトリの
エクスポートファイルを一覧表
示および削除し、次のコマンド
を実行します。

-- List the files
SELECT 
 filename,type,filesize/1024/1024 
 size_megs,to_char(mtime,'DD-
MON-YY HH24:MI:SS') 
 timestamp FROM 
 TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory 
 => upper('DATA_PUMP_DIR'))) 
 order by 4;

-- Remove the files
EXEC 
 UTL_FILE.FREMOVE('DATA_PUMP_DIR','sample.dmp');
EXEC 
 UTL_FILE.FREMOVE('DATA_PUMP_DIR','import.log');

AWS システム管理者

関連リソース
• Amazon S3 統合
• DB インスタンスを作成する
• Amazon RDS の Oracle にデータをインポートする
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon EC2 上の PostgreSQL から 

PostAmazon RDS for PostgreSQL に移行する

• Amazon S3 ドキュメンテーション
• IAM ドキュメンテーション
• アマゾン RDS ドキュメント
• Oracle Data Pump のドキュメント
• Oracle SQL Developer

pglogical を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL 
から Amazon RDS for PostgreSQL に移行する

ラジェッシュ・マディワレ (AWS) により作成

環境: PoC またはパイロット ソース: Amazon EC2 ターゲット: Amazon RDS for 
PostgreSQL

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: オープンソース テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon RDS

概要
このパターンでは、PostgreSQL pglogical 拡張機能を使用して PostgreSQL データベース (バージョン 9.5 
以降) を PostgreSQL pglogical 拡張機能を使用して PostgreSQL の Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) for PostgreSQL Pglogical 拡張機能を使用して PostgreSQL pglogical 拡張機能を使用して 
PostgreSQL Pglogical 拡張機能を使用します。Amazon RDS で PostgreSQL バージョン 10 の pglogical 拡
張機能をサポートするようになりました。

前提条件と制限
前提条件

• Amazon RDS インスタンスの適切なタイプを選択します。詳細については、「Amazon RDS インスタ
ンスタイプ」を参照してください。

• PostgreSQL のソースバージョンとターゲットバージョンが同じであることを確認してください。 
• pglogical エクステンションを Amazon EC2 にインストールして PostgreSQL と統合します。

製品バージョン

• Amazon RDS 上の PostgreSQL バージョン 10 以降、Amazon RDS でサポートされている機能 (AWS ド
キュメントの「Amazon RDS 上の PostgreSQL」を参照してください)。このパターンは、Amazon RDS 
上の PostgreSQL 9.5 を PostgreSQL バージョン 10 に移行することでテストされましたが、Amazon 
RDS 上の PostgreSQL の新しいバージョンにも適用されます。

アーキテクチャ
データ移行アーキテクチャ
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon EC2 上の PostgreSQL から 

PostAmazon RDS for PostgreSQL に移行する

Tools
• 論理的拡張
• PostgreSQL ネイティブユーティリティ:pg_dump と pg_restore

エピック
pglogical エクステンションを使用してデータを移行する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS PostgreSQL DB イ
ンスタンスを作成します。

Amazon RDS で PostgreSQL DB 
インスタンスをセットアップし
ます。手順については、Amazon 
RDS for PostgreSQL のドキュメ
ントを参照してください。

DBA

ソース PostgreSQL データベー
スからスキーマダンプを取得
し、ターゲット PostgreSQL 
データベースに復元します。

1. pg_dump-s ユーティリティ
をオプションとともに使用し
て、ソースデータベースから
スキーマファイルを生成しま
す。

2. psql-f ユーティリティをオ
プションとともに使用して、
スキーマをターゲットデータ
ベースにロードします。

DBA

論理デコードを有効にします。 Amazon RDS DB パ
ラメータグループ
で、rds.logical_replication静
パラメータを 1 に設定します。
手順については、Amazon RDS 
ドキュメントを参照してくださ
い。

DBA

pglogical 拡張機能を、ソース
データベースとターゲットデー
タベースに pglogical 拡張機能を
作成します。

1. PostgreSQL ソースデータベー
スに PostgreSQLpglogical
データベースに拡張機能を作
成します：

psql -h <amazon-ec2-
endpoint> -d target-
dbname -U target-dbuser 
 -c "create extension 
 pglogical;"

2. ターゲット 
PostgreSQLpglogical デー
タベースにエクステンション
を作成します。

psql -h <amazon-rds-
endpoint> -d source-
dbname -U source-dbuser 

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon EC2 上の PostgreSQL から 

PostAmazon RDS for PostgreSQL に移行する

タスク 説明 必要なスキル
 -c "create extension 
 pglogical;"

ソース PostgreSQL データベー
スにパブリッシャーを作成しま
す。

パブリッシャーを作成するに
は、以下を実行します。

psql -d dbname -p 5432 <<EOF
SELECT 
 pglogical.create_node( node_name := 
 'provider1', dsn := 
 'host=<ec2-endpoint> 
 port=5432 dbname=source-
dbname user=source-
dbuser' );
EOF

DBA

複製セットを作成し、テーブル
とシーケンスを追加します。

ソース PostgreSQL データベー
スに複製セットを作成し、複製
セットにテーブルとシーケンス
を追加するには、以下を実行し
ます。

psql -d dbname -p 5432 <<EOF
SELECT 
 pglogical.replication_set_add_all_tables('default', 
 '{public}'::text[],synchronize_data := 
 true);
EOF

DBA

サブスクライバーを作成しま
す。

ターゲット PostgreSQL データ
ベースにサブスクライバーを
作成するには、以下を実行しま
す。

psql -h <rds-endpoint> -d 
 target-dbname -U target-
dbuser  <<EOF
SELECT 
 pglogical.create_node( 
    node_name := 
 'subscriber1', 
    dsn := 'host=<rds-
endpoint> port=5432 
 dbname=target-dbname 
 password=postgres 
 user=target-dbuser'
);
EOF

DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
PostgreSQL から Aurora PostgreSQL への移行

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを作成しま
す。

ターゲット PostgreSQL データ
ベースでサブスクリプションを
作成するには、以下を実行しま
す。

psql -h <rds-endpoint> -d 
 target -U postgres  <<EOF
SELECT 
 pglogical.create_subscription( 
 subscription_name := 
 'subscription1', 
 replication_sets := 
 array['default'], 
    provider_dsn := 
 'host=<ec2-endpoint> 
 port=5432 dbname=<source-
dbname> password=<password> 
 user=source-dbuser'
);

DBA

データを検証する

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースを確認します。

ソースデータベースとター
ゲットデータベースをチェッ
クして、データが正常に複
製されていることを確認しま
す。基本的な検証は、select 
count(1)ソーステーブルとター
ゲットテーブルからを使用して
実行できます。

DBA

関連リソース
• Amazon RDS
• Amazon RDS の PostgreSQL の論理レプリケーション (Amazon RDS ドキュメント)
• ロジカル (GitHub リポジトリ)
• pglogical (GitHub リポジトリの README ファイル) の制限事項
• 論理レプリケーションを使用して PostgreSQL をオンプレミスまたは Amazon EC2 から Amazon RDS 

に移行する (AWS データベースブログ)

オンプレミスの PostgreSQL データベースを Aurora 
PostgreSQL に移行する

バジ・シェイク (AWS) とジテンダー・クマール (AWS) が作成
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AWS 規範的ガイダンス パターン
PostgreSQL から Aurora PostgreSQL への移行

環境: PoC またはパイロット ソース: オンプレミスの 
PostgreSQL データベース

ターゲット: Aurora PostgreSQL 
と互換性のあるバージョン

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: [オープンソース] テクノロジー: 移行; データベー
ス

AWS サービス: Amazon Aurora; 
AWS DMS

概要
Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、ハイエンドの商用データベースのパフォーマンスと可
用性を備え、オープンソースデータベースのシンプルさとコスト効率を併せ持ったものです。Aurora は、
同じ AWS リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンにわたってストレージをスケーリングするこ
とでこれらのメリットを実現し、最大 15 個のリードレプリカインスタンスをサポートして読み取りワー
クロードをスケールアウトし、単一リージョン内で高可用性を実現します。Aurora グローバルデータベー
スを使用すると、最大 5 つのリージョンに PostgreSQL データベースをレプリケートして、リージョンに
障害が発生した場合のリモート読み取りアクセスと障害復旧を行うことができます。このパターンは、オ
ンプレミスの PostgreSQL ソースデータベースを Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行する手順を
示しています。このパターンには、AWS データ移行サービス (AWS DMS) を使用するか、ネイティブの 
PostgreSQL ツール (pg_dump、pg_restore、psql など) を使用するか、またはサードパーティツールを使
用する 2 つの移行オプションがあります。 

このパターンで説明されているステップは、Amazon Relational Service (Amazon RDS) PostgreSQL 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) および Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) お
よび Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) および Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの PostgreSQL ソースデータベース
• Aurora PostgreSQL と互換性のある DB インスタンスまたは Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタ

ンス

機能制限

• データベースのサイズ制限は、Amazon RDS for PostgreSQL では 64 TB、Aurora PostgreSQL 互換の場
合は 128 TB です。

• AWS DMS 移行オプションを使用している場合は、PostgreSQL データベースをソースとして使用する
際の AWS DMS の制限を確認してください。

製品バージョン

• Amazon RDS での PostgreSQL のメジャーバージョンとマイナーバージョンのサポートについて
は、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS for PostgreSQL のアップデート」を参照してくださ
い。

• Aurora での PostgreSQL のサポートについては、オーロラのドキュメントの「Amazon Aurora 
PostgreSQL の更新」を参照してください。

• AWS DMS 移行オプションを使用している場合は、AWS DMS ドキュメントでサポートされている 
PostgreSQL バージョンを参照してください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
PostgreSQL から Aurora PostgreSQL への移行

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスの PostgreSQL データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Aurora PostgreSQL 互換の DB インスタンス

ソースアーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

AWS DMS を使用する

ネイティブの PostgreSQL ツールを使用する

Tools
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データストアを AWS クラウドに、またはクラウド

構成とオンプレミス構成の組み合わせ間で移行するのに役立ちます。このサービスは、さまざまなソー
スデータベースとターゲットデータベースをサポートします。AWS DMS での使用がサポートされてい
る PostgreSQL ソースとターゲットデータベースのバージョンとエディションを検証する方法について
は、「PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用する」を参照してください。最も包括
的なバージョンと機能のサポートには、最新バージョンの AWS DMS を使用することをお勧めします。

• PostgreSQL のネイティブツールには、pg_dump、pg_restore、および psql が含まれます。

エピック
移行の分析

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットのデー
タベースのバージョンを検証し
ます。

AWS DMS を使用している場
合は、サポートされているバー
ジョンの PostgreSQL を使用し
ていることを確認してくださ
い。

DBA

ストレージタイプと容量要件を
特定します。

1. ソースデータベースインス
タンスに割り当てられたスト
レージを計算します。

2. ソースデータベースインスタ
ンスの過去の成長指標を収集
します。

DBA、システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
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タスク 説明 必要なスキル
3. ターゲットデータベースイン

スタンスのfuture 成長予測を
予測します。

4. ソースデータベースの読み取
りと書き込み IOPS の合計数
を計算してストレージを割り
当てます。汎用 SSD (gp2) ボ
リュームは、1 GB のストレー
ジごとに 3 IOPS を提供しま
す。

適切なインスタンスタイプ、容
量、ストレージ機能、および
ネットワーク機能を選択してく
ださい。

ターゲットデータベースインス
タンスのコンピューティング要
件を決定します。注意が必要な
既知のパフォーマンス問題を確
認してください。以下の要素を
考慮して、適切なインスタンス
タイプを決定してください。

• ソースデータベースインスタ
ンスの CPU 使用率

• ソースデータベースインスタ
ンスの IOPS (読み取りおよび
書き込み操作)

• ソースデータベースインスタ
ンスのメモリフットプリント

詳細については、Aurora ドキュ
メントの「Aurora DB インスタ
ンスクラス」を参照してくださ
い。

DBA、システム管理者

ソースデータベースとターゲッ
トデータベースのネットワーク
アクセスセキュリティ要件を確
認します。

アプリケーションがデータベー
スと通信できるようにする適切
なセキュリティグループを決定
します。

DBA、システム管理者

アプリケーション移行戦略を特
定します。

• アプリケーションの複雑さに
基づいて移行カットオーバー
戦略を決定します。 

• アプリケーションの目標復旧
時点 (((((((((((((((((((目標復旧
時点 (((((((((((((目標復旧時点 
((((((((((((((

DBA、アプリ所有者、システム
管理者

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

VPC を作成します。 ターゲットデータベースインス
タンスに新しい仮想プライベー
トクラウド (VPC) を新規作成し
ます。

システムアドミニストレータ
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html
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タスク 説明 必要なスキル

セキュリティグループを作成す
る。

データベースインスタンスへの
インバウンド接続を許可するセ
キュリティグループを（前のエ
ピックで決定したように）VPC 
内に作成します。

システムアドミニストレータ

Aurora DB クラスターを設定して
起動します。

新しい VPC とセキュリティグ
ループを使用してターゲット
データベースインスタンスを作
成し、インスタンスを起動しま
す。

システムアドミニストレータ

データ移行 ‒ オプション 1 (AWS DMS を使用)

タスク 説明 必要なスキル

移行前の手順を完了してくださ
い。

1. ソースデータベースのデータ
をクリーンアップします。

2. レプリケーションインスタン
スを作成します。

3. ソースエンドポイントとター
ゲットエンドポイントを作成
します。

4. 移行できるテーブルとオブ
ジェクトの数を特定します。

DBA

移行ステップを完了します。 1. 外部キーの制約とトリガーを
ターゲットデータベースにド
ロップします。

2. ターゲットデータベースのセ
カンダリインデックスを削除
します。

3. フルロードタスクを使用し
て、ソースデータベースか
らターゲットデータベースに
データを移行します。

4. 外部キーを有効にします。
5. フラッシュカットマイグレー

ションを使用していて、アプ
リケーションのダウンタイム
が最小限で済む場合は、変更
データキャプチャ (CDC) を有
効にして、進行中の変更を再
現してください

6. トリガーを有効にします。
7. シーケンスを更新します。
8. ソースデータとターゲット

データを検証します。

DBA

データを検証します。 データがソースからターゲット
に正確に移行されたことを確認
するため、AWS DMS ドキュメ

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ントのデータ検証手順に従って
ください。

データを移行する ‒ オプション 2 (pg_dump と pg_restore の使用)

タスク 説明 必要なスキル

ソースデータベースを準備しま
す。

1. pg_dump バックアップを保存
するディレクトリがまだ存在
しない場合は、作成します。

2. データベースオブジェクトで 
pg_dump を実行する権限を
持つ移行ユーザーを作成しま
す。

3. EC2 インスタンスConnect 
し、pg_dump バックアップを
実行します。

詳細については、pg_dump ド
キュメントと AWS DMS ドキュ
メントのチュートリアルを参照
してください。

DBA

ターゲットデータベースを準備
します。

1. データベースオブジェクトで 
pg_restore を使用する権限を
持つ移行ユーザーを作成しま
す。

2. pg_restore を使用してデータ
ベースダンプをインポートし
ます。

詳細については、pg_restore ド
キュメントと AWS DMS ドキュ
メントのチュートリアルを参照
してください。

DBA

データを検証します。 1. ソースデータベースとター
ゲットデータベースのデータ
ベースオブジェクト数を比較
します。

2. オブジェクト数の間に不一致
が見つかった場合は解決しま
す。

DBA
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アプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの移行戦略に
従ってください。

最初のエピックで作成したアプ
リケーション移行戦略を実装し
ます。

DBA、アプリ所有者、システム
管理者

ターゲットデータベースへの切り取り

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

1. オンプレミスの PostgreSQL 
データベースを指すすべての
アプリケーションサービスと
クライアント接続を停止しま
す。

2. AWS DMS タスクを実行しま
す。

3. 必要に応じてロールバック
タスク (Aurora PostgreSQL 
互換からオンプレミスの 
PostgreSQL データベースへ
のリバース CDC) を設定しま
す。

4. データを検証します。
5. Amazon Route 53 を新しい 

Aurora PostgreSQL と互換性
のある DB インスタンスに設
定して、新しいターゲットで
アプリケーションサービスを
開始します。

6. 新しい Aurora PostgreSQL 
CloudWatch と互換性のある 
DB インスタンスに Amazon
とPerformance Insights モニタ
リングを追加します。

DBA、アプリ所有者、システム
管理者

移行をロールバックする必要が
ある場合。

1. Aurora PostgreSQL 互換デー
タベースを指すすべてのアプ
リケーションサービスを停止
します。

2. 前のストーリーで作成した 
AWS DMS タスクを使用し
て、変更をソースのオンプ
レミスの PostgreSQL データ
ベースにロールバックしま
す。

3. オンプレミスの PostgreSQL 
データベースから Aurora 
PostgreSQL 互換データベース
で実行されている AWS DMS 
タスクを停止します。

DBA、アプリケーションオー
ナー
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Amazon EC2 の Linux への移行

タスク 説明 必要なスキル
4. ソースのオンプレミスの 

PostgreSQL データベースを指
すようにアプリケーションを
構成します。

5. すべてのロールバックデプロ
イが完了したことを確認しま
す。

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

リソースをシャットダウンしま
す。

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

DBA、システム管理者

文書を検証します。 プロジェクト文書を確認して検
証します。

DBA、アプリ所有者、システム
管理者

指標を収集します。 移行にかかる時間、手作業によ
るコスト削減とツールのコスト
削減率などに関する指標を収集
します。

DBA、アプリ所有者、システム
管理者

プロジェクトを閉じます。 プロジェクトを終了し、フィー
ドバックをお寄せください。

DBA、アプリ所有者、システム
管理者

関連リソース
リファレンス:

• AWS データ移行サービス
• VPC とAmazon Aurora
• Amazon Aurora 価格
• AWS DMS ソースとしての PostgreSQL データベースの使用
• AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成する方法
• AWS DMS を使用してソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成する方法

その他のリソース

• AWS DMS の使用を開始する
• step-by-step データ移行チュートリアル
• Amazon Aurora リソース

Linux を実行している Amazon EC2 の Microsoft SQL 
Server に Microsoft SQL Server に移行する

作成者：ティルマラ・ラーマ・チャンドラ・マーティ・ダサリ (AWS)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Windows の SQL Server から 

Amazon EC2 の Linux への移行

R タイプ: プラットフォーム変更 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon EC2 Linux 
と Microsoft SQL Server

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Microsoft AWS サービス: Amazon EC2

概要
このパターンは、バックアップおよび復元ユーティリティを使用して、Microsoft Windows 上で実行され
ているオンプレミスの Microsoft SQL Server データベースから Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) Linux インスタンス上の Microsoft SQL Server に移行する方法を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon EC2 Linux AMI (アマゾンマシンイメージ) とマイクロソフト SQL Server
• Linux EC2 インスタンス上のオンプレミスウィンドウとマイクロソフト SQL サーバー間の AWS Direct 

Connect

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスMicrosoft SQL Server データベース

ターゲットテクノロジースタック

• Microsoft SQL Server データベースを使用した Linux EC2 インスタンス

データベース移行アーキテクチャ

Tools
• WinSCP-このツールを使用すると、WindowsユーザーはLinuxユーザーとファイルを簡単に共有できま

す。
• Sqlcmd-このコマンドラインユーティリティを使用すると、T-SQL ステートメントまたはバッチを SQL 

Server のローカルインスタンスとリモートインスタンスに送信できます。このユーティリティは、バッ
チ処理やユニットテストなどの反復的なデータベースタスクに非常に役立ちます。
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Amazon EC2 の Linux への移行

エピック
SQL サーバーを使用して EC2 Linux インスタンスを準備する

タスク 説明 必要なスキル

Linux オペレーティングシステム
を提供し、Microsoft SQL Server 
を含む AMI を選択してくださ
い。

  システム管理者

EC2 インスタンスを作成するよ
うに AMI を設定します。

  システム管理者

セキュリティグループのインバ
ウンドルールとアウトバウンド
ルールを作成します。

  システム管理者

Microsoft SQL Server データベー
スの Linux EC2 インスタンスへ
の設定

  DBA

ユーザーを作成し、ソースデー
タベースと同様に権限を指定し
ます。

  アップオーナー、DBA

SQL Server ツールと sqlcmd 
ユーティリティを Linux EC2 イ
ンスタンスにインストールしま
す。

  DBA

データベースをバックアップし、バックアップファイルを Linux EC2 インスタンスに移動する

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスの SQL Server デー
タベースをバックアップしま
す。

  DBA

Microsoft SQL Server に WinSCP 
をインストールします。

  DBA

Microsoft SQL Server を実行して
いる Linux EC2 インスタンスに
バックアップファイルを移動し
ます。

  DBA

SQL Server を実行している Linux EC2 インスタンスでデータベースを復元する

タスク 説明 必要なスキル

sqlcmd ユーティリティを使用し
て、データベースバックアップ
ファイルからデータベースを復
元します。

  DBA
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AWS 規範的ガイダンス パターン
リンクされたサーバーを使用して SQL Server 
から Amazon RDS for SQL Server に移行する

タスク 説明 必要なスキル

データベースオブジェクトと
データを検証します。

  開発者、テストエンジニア

Linux EC2 インスタンス上の Windows SQL サーバーから Windows SQL サーバーへの切り換え

タスク 説明 必要なスキル

データベースオブジェクトと
データを検証します。

  開発者、テストエンジニア

オンプレミスの Microsoft 
SQL Server データベースから 
Microsoft SQL Server を実行して
いる Linux EC2 インスタンスに
切り替えます。

  DBA

関連リソース
• Amazon Linux 2 と Ubuntu AMI で SQL Server 2017 を設定する方法 
• Linux インスタンスへの SQL ツールのインストール 
• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースから Linux EC2 インスタンス上の Microsoft SQL 

Server へのBackup と復元 

リンクされたサーバーを使用して、オンプレミスの 
Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS 
for SQL Server に移行する

ケビン・ヤン (AWS) によって作成されました

R タイプ: プラットフォーム変更 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
Microsoft SQL Server

作成者: AWS 環境: 本番稼働用 テクノロジー: データベース; 移
行

ワークロード: Microsoft AWS サービス: Amazon RDS

概要
リンクサーバーにより、Microsoft SQL Server はデータベースサーバーの他のインスタンスで SQL ス
テートメントを実行できます。このパターンは、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを 
Microsoft SQL Server 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行して、コストの
削減と可用性の向上を実現する方法を示しています。現在、Amazon RDS for Microsoft SQL Server で
は、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ネットワーク外の接続がサポートされていません。 

このパターンを使用すると、次の目的を達成できます。

1914

http://aws.amazon.com/blogs/database/configuring-sql-server-2017-on-amazon-linux-2-and-ubuntu-amis/
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-setup-tools?view=sql-server-2017#RHEL
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-migrate-restore-database?view=sql-server-2017#create-a-backup-on-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-migrate-restore-database?view=sql-server-2017#create-a-backup-on-windows


AWS 規範的ガイダンス パターン
リンクされたサーバーを使用して SQL Server 
から Amazon RDS for SQL Server に移行する

• リンクされたサーバーの機能を損なうことなく、マイクロソフト SQL Server を Amazon RDS for 
Microsoft SQL Server に移行すること。

• リンク先のMicrosoft SQL Serverをさまざまなタイミングで優先順位付けして移行すること。

前提条件と制限
前提条件

• Amazon RDS の Microsoft SQL Server が、必要な機能をサポートしているかどうかを確認してくださ
い。

• Amazon RDS for Microsoft SQL Server では、デフォルトの照合順序を使用するか、データベースレベル
で設定された照合順序のいずれかを使用できることを確認してください。 

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスデータベース (マイクロソフト SQL サーバー)

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for SQL Server

ソースステートアーキテクチャ

ターゲットステートアーキテクチャ

ターゲットの状態では、リンクされたサーバーを使用して Microsoft SQL Server を Amazon RDS for 
Microsoft SQL Server に移行します。このアーキテクチャでは、Network Load Balancer を使用し
て、Amazon RDS for Microsoft SQL Server からのトラフィックを Microsoft SQL Server を実行している
オンプレミスサーバーにプロキシします。次の図は、Network Load Balancer のリバースプロキシ機能を
示しています。

 

Tools
• AWS CloudFormation
• Network Load Balancer 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
リンクされたサーバーを使用して SQL Server 
から Amazon RDS for SQL Server に移行する

• 複数のアベイラビリティーゾーン (マルチ AZ) の Amazon RDS for SQL Server に移行する
• AWS データベース移行サービス（AWS DMS）

叙事詩
landing zone VPC を作成する

タスク 説明 必要なスキル

CIDR 割り当てを作成します。   AWS SysAdmin

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

  AWS SysAdmin

VPC サブネットを作成します。   AWS SysAdmin

サブネットアクセスコントロー
ルリスト (ACL) の作成

  AWS SysAdmin

サブネットルートテーブルを作
成します。

  AWS SysAdmin

AWS Direct Connect または 
AWS Virtual Private Network 
(VPN) を使用して接続を作成し
ます。

  AWS SysAdmin

データベースを Amazon RDS に移行する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS for Microsoft SQL 
Server DB インスタンスを作成し
ます。

  AWS SysAdmin

AWS DMS レプリケーションイ
ンスタンスを作成します。

  AWS SysAdmin

AWS DMS でソースとターゲッ
トのエンドポイントを作成しま
す。

  AWS SysAdmin

移行タスクを作成し、全ロード
後に連続レプリケーションをオ
ンに設定します。

  AWS SysAdmin

Amazon RDS for Microsoft SQL 
Server がオンプレミスの SQL 
Server データベースにアクセス
できるように、ファイアウォー
ルの変更をリクエストしてくだ
さい。

  AWS SysAdmin

Network Load Balancer を作成す
る

  AWS SysAdmin
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ネイティブバックアップと復元を使用して SQL Server 

から Amazon RDS for SQL Server に移行します

タスク 説明 必要なスキル

データセンターのデータベース
サーバーを対象とするターゲッ
トグループを作成する

データセンター (DC) のフェイ
ルオーバーイベントを組み込む
には、ターゲット設定にホスト
名を使用することをお勧めしま
す。

AWS SysAdmin

リンクサーバー設定の SQL ス
テートメントを実行します。

Microsoft SQL 管理ツールを使用
して Amazon RDS for Microsoft 
SQL Server DB インスタンス
に対して、リンクサーバーを
追加するための SQL ステート
メントを実行します。SQL ス
テートメントで、Network Load 
Balancer のホスト名を使用す
るように @datasrc を設定し
ます。Microsoft SQL 管理ツー
ルを使用して Amazon RDS for 
Microsoft SQL Server DB インス
タンスに対して、リンクされた
サーバーのログイン認証情報を
追加します。

AWS SysAdmin

SQL Server の機能をテストおよ
び検証します。

  AWS SysAdmin

カットオーバーを作成します。   AWS SysAdmin

関連リソース
• Amazon RDS での Microsoft SQL Server 用の一般的な管理タスク
• Microsoft SQL Server の照合順序と文字セット 
• Network Load Balancer のドキュメント 
• Amazon RDS for Microsoft SQL Server を使用してリンクされたサーバーを実装する (ブログ記事)

ネイティブバックアップと復元方法を使用して、オ
ンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 
Amazon RDS for SQL Server に移行します

ティルマラ・ダサリ (AWS)、デビッド・ケイロス (AWS)、ヴィシャル・シン (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット ソース:オンプレミス SQL Server 
データベース

ターゲット:Amazon RDS for 
SQL Server

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:マイクロソフト テクノロジー:移行、データベー
ス、オペレーティングシステム

AWS サービス:アマゾン 
RDS、Amazon S3
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ネイティブバックアップと復元を使用して SQL Server 

から Amazon RDS for SQL Server に移行します

概要
このパターンは、SQL Server DB インスタンスの Amazon SQL Server データベースを Amazon Relational 
Database Service vices (Amazon RDS) に (同種移行) する方法について説明します。移行プロセス
は、SQL Server のネイティブバックアップおよび復元方法に基づいています。SQL Server マネジメン
トスタジオ (SSMS) を使用してデータベースのバックアップファイルを作成し、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットを使用してバックアップファイルを保存してから、Amazon RDS for SQL 
Server に復元します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロールポリシーで S3 バケットと Amazon RDS for SQL 

Server

機能制限

• このパターンで説明するプロセスでは、データベースのみが移行されます。SQL ログインまたはデータ
ベースユーザー (SQL Server エージェントジョブを含む) は、追加の手順が必要なため、移行されませ
ん。

製品バージョン

• SQL Server サポートされているバージョンと機能の最新リストについては、AWS ドキュメントの
「Amazon RDS 上の Microsoft SQL サーバー」を参照してください。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オンプレミス Microsoft SQL Server Database

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon RDS for SQL Server

データ移行アーキテクチャ

Tools
• Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) は、SQL Server インフラストラクチャを管理するた

めの統合環境です。ユーザーインターフェイスと、SQL Server とやり取りする豊富なスクリプトエディ
ターを備えたツール群が用意されています。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
ネイティブバックアップと復元を使用して SQL Server 

から Amazon RDS for SQL Server に移行します

叙事詩
SQL Server DB インスタンスの Amazon RDS for SQL Server

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS for SQL Server 
で、データベースエンジンとし
て SQL Server を選択します。

  DBA

SQL Server Express Edition を選
択してください。

  DBA

データベースの詳細を指定しま
す。

DB インスタンスの作成の詳細に
ついては、Amazon RDS ドキュ
メントを参照してください。

DBA、アプリケーションオー
ナー

オンプレミス SQL Server データベースからバックアップファイルを作成

タスク 説明 必要なスキル

SSMS を使用して、オンプレ
ミス SQL Server データベース
Connect。

  DBA

データベースのバックアップを
作成します。

手順については、SSMS のマ
ニュアルを参照してください。

DBA、アプリケーションオー
ナー

Amazon S3 にバックアップファイルをアップロード

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 にバケットを作成し
ます。

詳細については、Amazon S3 
のドキュメント参照してくださ
い。

DBA

S3 バケットにバックアップファ
イルをアップロードします。

詳細については、Amazon S3 
のドキュメント参照してくださ
い。

SysOps 管理者

Amazon RDS for SQL Server

タスク 説明 必要なスキル

オプショングループを Amazon 
RDS に追加します。

1. Amazon RDS コ
ンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
rds/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[オ
プショングループ]、[グループ
の作成] を選択します。

SysOps 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SQL サーバーから Aurora MySQL への移行

タスク 説明 必要なスキル
3. オプショングループの情報

を入力し、[作成] を選択しま
す。

4. SQLSERVER_BACKUP_RESTOREオ
プショングループにオプショ
ンを追加し、[オプションを追
加] を選択します。

詳細については、「Amazon 
RDS ドキュメント」を参照して
ください。

データベースを復元します。 1. Connect RDS for SQL Server
2. msdb.dbo.rds_restore_databaseス

トアドプロシージャを呼び出
してデータベースを復元しま
す。

DBA

ターゲットデータベースを検証

タスク 説明 必要なスキル

オブジェクトとデータを検証し
ます。

ソースデータベースと Amazon 
RDS for SQL Server

注:このタスクはデータベース
のみを移行します。ログインと
ジョブは移行されません。

アプリケーションオー
ナー、DBA

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーショントラフィック
をリダイレクトします。

検証後、アプリケーションのト
ラフィックを Amazon RDS for 
SQL Server DB インスタンスに
リダイレクトします。

アプリケーションオー
ナー、DBA

関連リソース
• Amazon S3 ドキュメンテーション 
• Amazon RDS for SQL Server 
• Microsoft SQL Server データベースエンジンのオプション 

AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL 
Server データベースを Aurora MySQL に移行する
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AWS 規範的ガイダンス パターン
SQL サーバーから Aurora MySQL への移行

作成者:マーク・サルキエヴィッチ (AWS)

R タイプ: プラットフォーム変更 ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon Aurora 
MySQL

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース、移
行

ワークロード: Microsoft AWS サービス: Amazon Aurora

概要
このパターンは、オンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）インスタンスの 
Microsoft SQL Server データベースをAmazon Cloud（Amazon Aurora EC2）インスタンスでっち上げで
す。このパターンでは、データ移行とスキーマの変換に AWS Scheマの変換サービス（AWS Scheマの変
換ツール）を使用します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターまたは EC2 インスタンスにある Microsoft SQL Server ソースデータベース
• ローカルマシンまたは AWS SCT がインストールされている EC2 インスタンスにインストールされた 

AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバー 

機能制限

• データベースサイズの制限: 64 TB

製品バージョン

• Enterprise、Standard、デベロッパーエディションの Microsoft SQL Server 
2008、、、、、、、、、、、。ウェブエディションとエクスプレスエディションは AWS DMS では
サポートされていません。サポートされているバージョンの最新リストについては、「Microsoft SQL 
Server データベースを AWS DMS のソースとして使用する」を参照してください。最も包括的なバー
ジョンと機能のサポートを受けるには、最新バージョンの AWS DMSの使用をお勧めします。AWS SCT 
がサポートしている Microsoft SQL Server のバージョンについては、AWS SCT のドキュメントを参照
してください。

• MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7. サポートされているバージョンの最新リストについては、「MySQL 
互換データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する」を参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

次のいずれかです。 

• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベース
• EC2 インスタンスの Microsoft SQL Server データベース

ターゲットテクノロジースタック

1921

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.SQLServer.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.SQLServer.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.MySQL.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.MySQL.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
SQL サーバーから Aurora MySQL への移行

• Aurora MySQL

データ移行アーキテクチャ

• AWS クラウドで実行されている Microsoft SQL Server データベースから

• オンプレミスのデータセンターで実行されている Microsoft SQL Server データベースから

Tools
• AWS DMS-AWS データ移行サービス (AWS DMS) は、Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL な

ど、広く使用されている商用データベースやオープンソースデータベースとの間でデータを移行した
り、そこからデータを移行したりするのに役立ちます。AWS DMS を使用して、オンプレミスのインス
タンス間 (AWS クラウドセットアップを使用)、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアッ
プの組み合わせの間で、AWS クラウドにデータを移行できます。

• AWS SCT-AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカ
スタムコードを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データ
ベースの移行を容易にします。

エピック
移行の準備

タスク 説明 必要なスキル

ソースとターゲットのデータ
ベースのバージョンとエンジン
を検証します。

  DBA

ソースとターゲットのデータ
ベースのアウトバウンドセキュ
リティグループを作成します。

  SysAdmin

必要に応じて AWS ScT の EC2 
インスタンスを作成して設定し
ます。

  DBA

AWS ScT と関連ドライバをダウ
ンロードします。

  DBA

前提条件となるユーザーと権限
をソースデータベースに追加し
て検証します。

  DBA

ワークロード用の AWS SCT プ
ロジェクトを作成し、ソース
データベースに接続します。

  DBA

評価レポートを生成し、実現可
能性を評価します。

  DBA
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ターゲットデータベースの準備

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Aurora をデータベース
エンジンとして使用して、ター
ゲットの Amazon RDS DB イン
スタンスを作成します。

  DBA

ソースからユーザー、ロール、
権限のリストを抽出します。

  DBA

既存のデータベースユーザーを
新しいデータベースユーザーに
マップします。

  アプリオーナー

ターゲットデータベースにユー
ザーを作成します。

  DBA

前のステップのロールをター
ゲット・データベースに適用し
ます。

  DBA

ソースデータベース内のデータ
ベースオプション、パラメー
ター、ネットワークファイル、
およびデータベースリンクを確
認し、ターゲットデータベース
への適用性を評価します。

  DBA

関連する設定をターゲットに適
用します。

  DBA

オブジェクトを転送

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットデータベースの AWS 
SCT 接続を設定します。

  DBA

AWS SCT を使用してスキーマを
変換します。

AWS SCT は、ソースデータベー
ススキーマとほとんどのカスタ
ムコードを、ターゲットデー
タベースと互換性のある形式
に自動的に変換します。ツール
が自動的に変換できないコード
には、自分で変換できるように
明確にマークが付けられていま
す。

DBA

生成された SQL レポートを確
認し、エラーと警告を保存しま
す。

  DBA

自動スキーマの変更をターゲッ
トに適用するか、.sql ファイルと
して保存します。

  DBA
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タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT がターゲットにオブ
ジェクトを作成したことを確認
します。

  DBA

自動的に変換されなかったアイ
テムを手動で書き換え、却下、
または再設計します。

  DBA

生成されたロールとユーザー権
限を適用し、例外を確認しま
す。

  DBA

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

移行方法を決定します。   DBA

AWS DMS コンソールからレプ
リケーションインスタンスを作
成します。

AWS DMS の使用方法の詳細に
ついては、「関連リソース」セ
クションのリンクを参照してく
ださい。

DBA

ソースとターゲットのエンドポ
イントを作成します。

  DBA

レプリケーションタスクを作成
します。

  DBA

レプリケーションタスクを開始
し、ログを監視します。

  DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS SCT を使用して、アプリ
ケーションコード内の SQL 項目
を分析および変換します。

エンジン間でデータベースス
キーマを変換するときは、古い
データベースエンジンの代わり
に新しいデータベースエンジン
とやり取りするように、アプリ
ケーションの SQL コードを更
新する必要があります。変換さ
れた SQL コードは表示、分析、
編集、保存できます。AWS SCT 
の使用方法の詳細については、
「関連リソース」セクションの
リンクを参照してください。

アプリオーナー

AWS に新しいアプリケーション
サーバーを作成します。

  アプリオーナー
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タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションコードを新し
いサーバーに移行します。

  アプリの所有者

ターゲットデータベースとド
ライバのアプリケーションサー
バーを設定します。

  アプリの所有者

アプリケーションのソースデー
タベースエンジンに固有のコー
ドを修正します。

  アプリの所有者

ターゲットエンジンのアプリ
ケーションコードを最適化しま
す。

  アプリの所有者

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

新しいユーザー、許可、コード
変更をターゲットに適用しま
す。

  DBA

変更がない場合はアプリケー
ションをロックします。

  アプリオーナー

すべての変更がターゲット・
データベースに反映されている
ことを確認します。

  DBA

新しいアプリケーションサー
バーをターゲット・データベー
スに接続します。

  アプリオーナー

すべてを再確認してください。   アプリオーナー

ライブ配信。   アプリの所有者

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソース (AWS 
DMS レプリケーションインスタ
ンスと AWS SCT に使用される 
EC2 インスタンス) をシャットダ
ウンします。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

内部チーム向けの AWS DMS プ
ロセスに関するフィードバック
を更新してください。

  DBA、アプリケーションオー
ナー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
オンプレミスの MariaDB から 

MariaAmazon RDS for MariaDB への移行

タスク 説明 必要なスキル

AWS DMS プロセスを改訂し、
必要に応じてテンプレートを改
善してください。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

移行にかかる時間、手作業によ
るコスト削減とツールのコスト
削減率などに関する指標を収集
します。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックをお寄せください。

  DBA、アプリケーションオー
ナー

関連リソース
リファレンス:

• AWS DMS ユーザーガイド
• AWS SCT ユーザーガイド 
• Amazon Aurora 価格

チュートリアルとビデオ

• AWS Database Migration Service 開始
• AWS SSchema Conversion Tool 使い方
• Amazon RDS リソース
• AWS DMS のステップバイステップチュートリアル 

ネイティブツールを使用してオンプレミスの MariaDB 
データベースを Amazon RDS for MariaDB 用の 
Amazon RDS for MariaDB 用の Amazon RDS for 
MariaDB

セルゲイ・ドミトリエフ (AWS) により作成

環境: PoC またはパイロット ソース: データベース: リレー
ショナル

ターゲット: Amazon RDS for 
MariaDB

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: オープンソース テクノロジー: 移行; データベー
ス
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MariaAmazon RDS for MariaDB への移行

概要
このパターンは、オンプレミスの MariaDB データベースをネイティブツールを使用して MariaDB 
用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for MariaDB (Amazon RDS) for MariaDB 
(Amazon RDS) 用の Amazon Relational Database Service ( MySQL ツールがインストールされている場合
は、mysql と mysqldump を使用できます。MariaDB ツールがインストールされている場合は、mariadb
と mariadb-dump を使用できます。MySQL と MariaDB ツールの起源は同じですが、MariaDB バージョン 
10.6 以降では若干の違いがあります。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータセンターの MariaDB ソースデータベース

機能制限

• データベースサイズの制限: 64 TB

製品バージョン

• MariaDB バージョン 10.0 ～ 10.6 (サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS ド
キュメントの「Amazon RDS 上の MariaDB」を参照してください)

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスデータセンターの MariaDB データベース

ターゲットテクノロジースタック

• MariaDB インスタンス用の Amazon RDS

ターゲットアーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

Tools
• ネイティブ MySQL ツール:mysql と mysqldump
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• ネイティブ MariaDB ツール:マリアデータベースとマリアドダンプ

叙事詩
移行を計画する

タスク 説明 必要なスキル

ソースおよびターゲットのデー
タベースのバージョンとエンジ
ンを検証します。

  DBA

ターゲットサーバーインスタン
スのハードウェア要件を特定し
ます。

  DBA、システム管理者

ストレージ要件 (ストレージタイ
プと容量) を特定します。

  DBA、システム管理者

容量、ストレージ機能、ネット
ワーク機能に基づいて適切なイ
ンスタンスタイプを選択してく
ださい。

  DBA、システム管理者

ソースおよびターゲットのデー
タベースのネットワークアクセ
スセキュリティ要件を識別しま
す。

  DBA、システム管理者

アプリケーション移行戦略を特
定します。

  DBA、アプリ所有者、システム
管理者

インフラストラクチャを設定

タスク 説明 必要なスキル

Virtual Private Cloud (VPC) の作
成

  システムアドミニストレータ

セキュリティグループの作成。   システムアドミニストレータ

MariaDB を実行する Amazon 
RDS DB インスタンスを設定
し、起動します。

  システムアドミニストレータ

データの移行

タスク 説明 必要なスキル

ネイティブツールを使用して
データベースオブジェクトと
データを移行します。

ソースデータベース
で、mysqldump または mariadb-
dump を使用して、データベース
オブジェクトとデータを含む出
力ファイルを作成します。ター

DBA
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MariaAmazon RDS for MariaDB への移行

タスク 説明 必要なスキル
ゲットデータベースで、mysql ま
たは mariadb を使用してデータ
を復元します。

データを検証します。 ソースデータベースとターゲッ
トデータベースをチェックし
て、データ移行が成功したこと
を確認します。

DBA

アプリケーションの移行

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションの移行戦略に
従ってください。

  DBA、アプリ所有者、システム
管理者

カットオーバー

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションクライアント
を新しいインフラストラクチャ
に切り替えます。

  DBA、アプリ所有者、システム
管理者

プロジェクトを閉じる

タスク 説明 必要なスキル

一時的な AWS リソースをシャッ
トダウンします。

  システムアドミニストレータ

プロジェクト文書を確認して検
証します。

  DBA、アプリ所有者、システム
管理者

移行時間、ツールによるコスト
削減などに関する指標を収集し
ます。

  DBA、アプリ所有者、システム
管理者

プロジェクトを終了し、フィー
ドバックを提供してください。

  DBA、アプリ所有者、システム
管理者

関連リソース
Amazon RDS リファレンス

• Amazon RDS for MariaDB
• Amazon Virtual Private Cloud VPC および Amazon RDS
• Amazon RDS Multi-AZ デプロイメント
• アマゾン RDS 料金表
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Percona を使用してオンプレミスの MySQL 
から Aurora MySQL に移行する XtraBackup

MySQL と MariaDB のリファレンス

• mariadb-dump/mysqldump 
• mysql コマンドラインクライアント 

チュートリアルとビデオ

• Amazon RDS の開始方法

Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 
を使用してオンプレミスの MySQL データベースを 
Aurora MySQL に移行する

ローハン・ジャマダーニ（AWS）、サジス・メノン（AWS）、ウダヤシンハ・テエピレディー（AWS）
によって作成されました

ソース:オンプレミス ターゲット:Aurora MySQL R タイプ:リプラットフォーム

環境:プロダクション テクノロジー:データベース、移
行

ワークロード:オープンソース

AWS サービス:Amazon 
S3、Amazon Aurora、アマゾン 
EFS

概要
このパターンでは、Percona を使用して大規模なオンプレミスの MySQL データベースを Amazon Aurora 
MySQL に効率的に移行する方法について説明します XtraBackup。Percona XtraBackup は MySQL ベー
スのサーバー用のオープンソースのノンブロッキングバックアップユーティリティです。このパターン
は、Amazon EFS (Amazon Elastic File System) を使用して、Amazon EFS (Amazon EFS) にバックアップ
をアップロードし、Amazon EFS Simple Storage Service (Amazon S3) にバックアップをアップロードす
る時間を短縮する方法を示しています。このパターンには、ターゲット Aurora MySQL データベースに適
用されるバイナリログの数を最小限に抑えるために、Percona のインクリメンタルバックアップを作成す
る方法の詳細も記載されています。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシーを作成する権限
• オンプレミスの MySQL データベースと AWS 上の仮想プライベートクラウド (VPC) 間のネットワーク

接続

機能制限

• ソースサーバーは、ネットワークファイルシステム (NFS) クライアント (nfs-utils/nfs-common) をイン
ストールできる Linux ベースのシステムである必要があります。
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• バックアップファイルのアップロードに使用する S3 バケットは、サーバー側の暗号化 (SSE-S3/SSE-
KMS) のみサポートしています。

• Amazon S3 では、バックアップファイルのサイズが 5 TB に制限されます。バックアップファイルが 5 
TB を超える場合は、それを複数の小さいファイルに分割できます。

• S3 バケットにアップロードするソースファイルの数は、百万を超えることはできません。
• このパターンは、Percona XtraBackup フル・バックアップと増分バックアップのみをサポートしま

す。、、--tables、--tables-exclude--tables-file--databases--databases-exclude、
またはを使用する部分バックアップはサポートされていません--databases-file。

• Aurora は、ユーザー、関数、ストアドプロシージャ、またはタイムゾーン情報をソース MySQL データ
ベースから復元しません。

製品バージョン

• ソースデータベースは、MySQL バージョン 5.5、5.6、または 5.7 である必要があります。
• MySQL 5.7 では、Percona XtraBackup 2.4 を使用する必要があります。
• MySQL 5.6 および 5.6 では、Percona XtraBackup 2.3 または 2.4 を使用する必要があります。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• Linux ベースのオペレーティングシステム
• MySQL サーバー
• ペルコナ XtraBackup

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Aurora
• Amazon S3
• Amazon EFS

ターゲットアーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• Amazon Aurora はフルマネージドリレーショナルデータベースエンジンであり、MySQL のデプロイを
簡単に、コスト効率よく設定、操作、スケーリングすることができます。Aurora MySQL は MySQL の
ドロップイン代替品です。

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドで共有ファイルシステムを作成および設
定するのに役立ちます。

• Amazon ESimple Storage Service (Amazon S3) は、クラウドベースのオブジェクトストレージサービス
であり、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立ちます。

その他のツール

• Percona XtraBackup は、データベースを中断したりブロックしたりすることなく MySQL データベース
のストリーミング、圧縮、増分バックアップを実行するオープンソースのユーティリティです。
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から Aurora MySQL に移行する XtraBackup

叙事詩
Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EFS マウントターゲッ
トに関連付けるセキュリティグ
ループを作成します。

AWS Transit Gateway 経由でオ
ンプレミスデータベースに VPN 
アタッチメントを設定した VPC 
にセキュリティグループを作
成します。このストーリーやそ
の他のストーリーで説明されて
いるコマンドとステップの詳細
については、このパターンの最
後にある「関連リソース」セク
ションのリンクを参照してくだ
さい。

AWS DevOps /データベース管理
者

セキュリティグループルールを
編集します。

NFS タイプ、ポート 2049、オ
ンプレミスデータベースサー
バーの IP 範囲をソースとして使
用して、インバウンドルールを
追加します。デフォルトでは、
アウトバウンドルールはすべて
のトラフィックの送信を許可し
ます。そうでない場合は、NFS 
ポートへの接続を開くアウトバ
ウンドルールを追加してくださ
い。さらに 2 つのインバウン
ドルールを追加します。ポート 
2049 (ソース:同じセキュリティ
グループのセキュリティグルー
プ ID) とポート 22 (ソース:EC2 
インスタンスに接続する IP 範
囲)。

AWS DevOps /データベース管理
者

ファイルシステムを作成しま
す。

マウントターゲットでは、前の
ストーリーで作成した VPC とセ
キュリティグループを使用しま
す。オンプレミスデータベース
の I/O 要件に基づいてスループッ
トモードとパフォーマンスを選
択します。オプションで、保管
時に暗号化するにはを指定しま
す。

AWS DevOps /データベース管理
者

ファイルシステムをマウントする

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスと関連付ける 
IAM インスタンスプロファイル
ロールを作成します。

Amazon S3 E3 のオブジェクト
をアップロードおよびアクセス
するためのアクセス許可を持つ 
IAM ロールを作成します。ポリ
シーリソースとしてバックアッ

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
プを保存する S3 バケットを選択
します。

EC2 インスタンスを作成しま
す。

Linux ベースの EC2 インスタン
スを起動し、前のステップで作
成した IAM インスタンスプロ
ファイルロールと、以前に作成
したセキュリティグループをア
タッチします。

AWS DevOps

NFS クライアントをインストー
ルします。

NFS クライアントをオンプレ
ミスのデータベースサーバーと 
EC2 インスタンスにインストー
ルします。インストール手順
については、「追加情報」セク
ションを参照してください。

DevOps

Amazon EFS ファイルシステム
をマウントします。

オンプレミスと EC2 インスタ
ンスに Amazon EFS ファイル
システムをマウントします。各
サーバーで、バックアップを保
存するディレクトリを作成し、
マウントターゲットエンドポイ
ントを使用してファイルシステ
ムをマウントします。例につい
ては、「追加情報」セクション
を参照してください。

DevOps

MySQL ソースデータベースのバックアップの作成

タスク 説明 必要なスキル

Percona XtraBackup をインス
トールします。

オンプレミスのデータベース
サーバーに Percona XtraBackup 
2.3 または 2.4 (MySQL データ
ベースのバージョンによって
異なります) をインストールし
ます。インストールリンクにつ
いては、「関連リソース」セク
ションを参照してください。

データベース管理者

ソースデータベースのスキーマ
とテーブルをカウントします。

ソース MySQL データベース内の
スキーマとオブジェクトの数を
収集して書き留めます。これら
のカウントを使用して、移行後
に Aurora MySQL データベース
を検証します。

データベース管理者

(オプション) ソースデータベース
の最新のバイナリログシーケン
スを書き留めます。

ソースデータベースと Aurora 
MySQL の間でバイナリログの
レプリケーションを確立して
ダウンタイムを最小限に抑え
たい場合は、この手順を実行し
てください。log-bin を有効に
し、server_id が一意である必

データベース管理者

1933



AWS 規範的ガイダンス パターン
Percona を使用してオンプレミスの MySQL 
から Aurora MySQL に移行する XtraBackup

タスク 説明 必要なスキル
要があります。バックアップ
を開始する直前に、ソースデー
タベースの現在のバイナリログ
シーケンスをメモします。フル
バックアップのみを使用する場
合は、フルバックアップの直前
にこのステップを実行してくだ
さい。完全バックアップ後に増
分バックアップを作成する予定
の場合は、Aurora MySQL DB イ
ンスタンスに復元する最後の増
分バックアップの直前にこのス
テップを実行してください。

ソース MySQL データベースの完
全バックアップを開始します。

Percona を使用しての MySQL 
ソースデータベースのフル
バックアップを作成します 
XtraBackup。完全バックアップ
と増分バックアップのコマンド
の例については、「追加情報」
セクションを参照してくださ
い。

データベース管理者

(オプション) Percona を使用して
インクリメンタルバックアップ
を作成します XtraBackup。

増分バックアップを使用する
と、ソースデータベースを 
Aurora MySQL と同期するため
に適用する必要のあるバイナリ
ログの量を減らすことができま
す。大規模でトランザクション
の多いデータベースでは、バッ
クアップ中に大量のバイナリロ
グが生成される可能性がありま
す。増分バックアップを作成し
て共有の Amazon EFS ファイ
ルシステムに保存することで、
データベースのバックアップと
アップロードの時間を大幅に短
縮できます。詳細については、
「追加情報」セクションを参照
してください。Aurora への移行
プロセスを開始する準備が整う
まで、増分バックアップを続け
てください。

データベース管理者
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タスク 説明 必要なスキル

バックアップを準備します。 このステップでは、バックアッ
プ中に実行されていたトラン
ザクションのトランザクション
ログがバックアップに適用され
ます。最後のバックアップを除
いて、引き続きトランザクショ
ンログ (--apply-log-only) を各
インクリメンタルバックアップ
に適用してバックアップをマー
ジします。例については、「追
加情報」セクションを参照して
ください。この手順を実行する
と、マージされた完全なバック
アップが ~/ <efs_mount_name>/
fullbackup に保存されます。

データベース管理者

最後にマージしたバックアップ
を圧縮して分割します。

最終的な統合バックアップを準
備したら、tar、zip、split コマ
ンドを使用して、バックアップ
の小さな zip ファイルを作成し
ます。例については、「追加情
報」セクションを参照してくだ
さい。

データベース管理者

Aurora MySQL DB DB クラスターにバックアップを復元する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 E3 にバックアップを
アップロードします。

バックアップファイルが保存さ
れている Amazon EFS ファイ
ルシステムは、オンプレミス
のデータベースと EC2 インス
タンスの両方にマウントされ
るため、バックアップファイル
は EC2 インスタンスですぐに
利用できます。セキュアシェル 
(SSH) を使用して EC2 インス
タンスConnect し、圧縮された
バックアップファイルを新規ま
たは既存の S3 バケットにアッ
プロードします。例:aws s3 sync 
~/ <efs_mount_name>/fullbackup 
s3://<bucket_name>/fullbackup 
詳細については、「関連リソー
ス」セクションのリンクを参照
してください。

AWS DevOps

Aurora から Amazon S3 E3 にア
クセスするためのサービスロー
ルを作成します。

「rds.amazonaws.com」を信
頼し、Aurora がバックアップ
ファイルが保存されている S3 
バケットにアクセスできるよ
うにするポリシーを持つ IAM 
ロールを作成します。必要な権

AWS DevOps

1935



AWS 規範的ガイダンス パターン
Percona を使用してオンプレミスの MySQL 
から Aurora MySQL に移行する XtraBackup

タスク 説明 必要なスキル
限は ListBucket、 GetObject、 
GetObjectVersionおよびです。

Aurora のネットワーク設定を作
成します。

少なくとも 2 つのアベイラビリ
ティーゾーンと、ソースデータ
ベースへのアウトバウンド接続
を可能にするサブネットルート
テーブル設定を含むクラスター 
DB サブネットグループを作成し
ます。オンプレミスデータベー
スへのアウトバウンド接続を許
可し、管理者が Aurora DB クラ
スターに接続できるようにする
セキュリティグループを作成し
ます。詳細については、「関連
リソース」セクションのリンク
を参照してください。

AWS DevOps /データベース管理
者

Aurora MySQL DB クラスターに
バックアップを復元します。

Amazon S3 にアップロードし
たバックアップからデータを
復元します。ソースデータベー
スの MySQL バージョンを指定
し、バックアップファイルを
アップロードした S3 バケット
名とフォルダパスプレフィック
スを指定し (たとえば、「追加
情報」セクションの例について
は「fullbackup」)、Aurora に 
Amazon S3 へのアクセスを許可
するために作成した IAM ロール
を指定します。

AWS DevOps /データベース管理
者

Aurora MySQL データベースを検
証します。

復元された Aurora DB クラス
ター内のスキーマとオブジェク
トの数を、ソースデータベース
から取得した数と照合して検証
します。

データベース管理者

バイナリログのレプリケーショ
ンを設定します。

Aurora DB クラスターに復元され
た最後のバックアップを作成す
る前に、先にメモしたバイナリ
ログシーケンスを使用してくだ
さい。ソースデータベースにレ
プリケーションユーザーを作成
し、「追加情報」セクションの
指示に従って適切な権限を指定
し、Aurora でのレプリケーショ
ンを有効にして、レプリケー
ションが同期されていることを
確認します。

AWS DevOps /データベース管理
者

関連リソース
Amazon EFS ファイルシステムの作成
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• セキュリティグループの作成 (Amazon VPC ドキュメント)
• トランジットゲートウェイ VPN アタッチメント (Amazon VPC ドキュメント)
• AWS Transit Gateway を使用した VPN スループットのスケーリング (ネットワークとコンテンツ配信に

関するブログ)
• Amazon EFS ファイルシステムの作成 (Amazon EFS ドキュメント)
• マウントターゲットの作成 (Amazon EFS ドキュメント)
• 保存中のデータの暗号化 (Amazon EFS ドキュメント)

ファイルシステムのマウント

• Amazon EC2 の IAM ロール (Amazon EC2 ドキュメント)
• Amazon EC2 Linux インスタンスの起動 (Amazon EC2 ドキュメント)
• NFS クライアントのインストール (Amazon EFS ドキュメント)
• オンプレミスクライアント Amazon EFS ファイルシステムのマウント (Amazon EFS ドキュメント)
• EFS ファイルシステムのマウント (Amazon EFS ドキュメント)

MySQL ソースデータベースのバックアップの作成

• Percona XtraBackup 2.3 のインストール (Percona XtraBackup ドキュメンテーション)
• Percona XtraBackup 2.4 のインストール (Percona XtraBackup ドキュメンテーション) 
• レプリケーションマスター構成の設定 (MySQL ドキュメント)
• 外部の MySQL データベースから Aurora MySQL DB クラスターへのデータ移行 (Aurora ドキュメント)
• インクリメンタルバックアップ (Percona XtraBackup ドキュメント)

Amazon Aurora MySQL へのバックアップの復元

• バケットの作成 (Amazon S3 ドキュメント)
• SSH を使用した Linux インスタンスへの接続 (Amazon Ec2 ドキュメント)
• AWS CLI の設定 (AWS CLI ドキュメント)
• 同期コマンド (AWS CLI コマンドリファレンス)
• Amazon S3 リソースにアクセスするための IAM ポリシーの作成 (Aurora ドキュメント)
• DB クラスターの前提条件 (Aurora ドキュメント)
• DB サブネットグループの使用 (Aurora ドキュメント)
• プライベート DB インスタンスの VPC セキュリティグループの作成 (Aurora ドキュメント)
• S3 バケットからの Aurora MySQL DB クラスターの復元 (Aurora ドキュメント)
• MySQL または別の Aurora DB クラスターとのレプリケーションの設定 (Aurora ドキュメント)
• mysql.rds_set_external_master プロシージャ (Amazon RDS 上の MySQL リファレンス)
• mysql.rds_start_replication プロシージャ (Amazon RDS 上の MySQL リファレンス)

その他の参考資料

• 外部の MySQL データベースから Aurora MySQL DB クラスターへのデータ移行 (Aurora ドキュメント)
• MySQL サーバーのダウンロード (オラクルのウェブサイト)

チュートリアルとビデオ

•  Amazon S3 を使用して MySQL データを Aurora MySQL DB クラスターに移行する (AWS ナレッジセン
ター)
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•  Amazon EFS のセットアップとマウント (ビデオ)

追加情報
NFS クライアントのインストール

• Red Hat または類似の Linux オペレーティングシステムを使用している場合は、以下のコマンドを使用
してください。 

$ sudo yum -y install nfs-utils

• Ubuntuまたは同様のLinuxオペレーティングシステムを使用している場合は、次のコマンドを使用して
ください。 

$ sudo apt-get -y install nfs-common

詳細については、Amazon EFS ドキュメントのチュートリアルを参照してください。

Amazon EFS ファイルシステムのマウント

コマンドを実行します。

mkdir ~/<efs_mount_name>
$ sudo mount -t nfs -o 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport mount-target-
IP:/ ~/<efs_mount_name>

詳細については、Amazon EFS ドキュメントの「チュートリアルと EFS ファイルシステムのマウント」
を参照してください。

MySQL ソースデータベースのバックアップの作成

フルバックアップ

次のようなコマンドを使用して、バックアップを取り、圧縮し、それぞれ 1 GB の小さなチャンクに分割
します。

xtrabackup --backup --user=dbuser --password=<password> --binlog-info=AUTO --stream=tar 
 --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup | gzip - | split -d --bytes=1024MB - ~/
<efs_mount_name>/fullbackup/backup.tar.gz &

フルバックアップの後にインクリメンタルバックアップを予定している場合は、バックアップを圧縮して
分割しないでください。代わりに、以下のようなコマンドを実行します。

xtrabackup --backup --user=dbuser --password=<password> --target-dir=~/<efs_mount_name>/
fullbackup/

インクリメンタルバックアップ

--incremental-basedirパラメータにはフルバックアップパスを使用してください。次に例を示しま
す。

xtrabackup --backup --user=dbuser --password=<password> --target-dir=~/<efs_mount_name>/
incremental/backupdate --incremental-basedir=~/<efs_mount_name>/fullbackup
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ここで、basedir はフルバックアップと xtrabackup_checkpoints ファイルへのパスです。

バックアップ作成の詳細については、Aurora ドキュメントの「外部 MySQL データベースから Amazon 
Aurora MySQL DB クラスターへのデータの移行」を参照してください。

バックアップの準備

完全バックアップを作成するには

xtrabackup --prepare --apply-log-only --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup

増分バックアップを準備するには

xtrabackup --prepare --apply-log-only --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup --
incremental-dir=~/<efs_mount_name>/incremental/06062020

最終バックアップを準備するには:

xtrabackup --prepare --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup --incremental-dir=~/
<efs_mount_name>/incremental/06072020

詳細については、Percona XtraBackup ドキュメントの「インクリメンタルバックアップ」を参照してくだ
さい。

マージされたバックアップの圧縮と分割

マージしたバックアップを ~/ <efs_mount_name>/fullbackup に圧縮するには:

tar -zcvf <backupfilename.tar.gz> ~/<efs_mount_name>/fullbackup

バックアップを分割するには

split -d -b1024M --verbose  <backupfilename.tar.gz> <backupfilename.tar.gz>

バイナリログ複製のセットアップ

ソースデータベースにレプリケーションユーザーを作成し、適切な権限を与えるには:

CREATE USER 'repl_user'@'' IDENTIFIED BY ''; GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON 
 *.* TO 'repl_user'@'';

Aurora DB クラスターに接続して Aurora でのレプリケーションを有効にするには、DB クラスターパラ
メータグループのバイナリログを有効にします。設定binlog_format = mixed (混合モードが望まし
い)。この変更では、更新を適用するにはインスタンスを再起動する必要があります。

CALL mysql.rds_set_external_master ('sourcedbinstanceIP', sourcedbport, 'repl_user', '', 
 'binlog_file_name', binlog_file_position, 0); CALL mysql.rds_start_replication;

レプリケーションが同期していることを確認するには:

SHOW Slave Status \G;

マスターの秒数フィールドは、Aurora がオンプレミスデータベースからどれだけ遅れているかを示しま
す。
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App2Container を使用してオンプ

レミスアプリケーションを移行する

AWS App2Container を使用してオンプレミスの Java 
アプリケーションを AWS に移行する
作成者:ダナンジェイ・カランジカー (AWS)

ソース: アプリケーション ターゲット: Amazon ECS にデプ
ロイされたコンテナ化されたア
プリケーション

R タイプ: プラットフォーム変更

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: 移行; ウェブサイ
トとウェブアプリ

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: AWS EC2 
Container Registry; アマゾン 
ECS

概要
AWS App2Container (A2C) は、コードを変更することなく、仮想マシンで実行される既存のアプリケー
ションをコンテナに変換するのに役立つコマンドラインツールです。A2C は、サーバーで実行されるアプ
リケーションを検出し、依存関係を識別して、関連するアーティファクトを生成して、Amazon Container 
Service (Amazon ECS) および Amazon EKS) にシームレスにデプロイするための関連アーティファクトを
生成します。

このパターンは、アプリケーションサーバーにデプロイされたオンプレミスの Java アプリケーション
を、App2Container を使用してワーカーマシン経由で AWS Fargate または Amazon EKS にリモート移行
する手順を示しています。 

ワーカーマシンは、以下のユースケースにご使用いただけます。

• Java アプリケーションが実行されているアプリケーションサーバーでは Docker のインストールは許可
されていないか、使用できません。

• 異なる物理サーバーまたは仮想サーバーにデプロイされた複数のアプリケーションの移行を管理する必
要があります。

前提条件と制限
前提条件

• Linux サーバー上で実行されている Java アプリケーションを含むアプリケーションサーバー
• Linux オペレーティングシステムで動作する、ワーカーマシン
• 20 GB 以上の空きディスク容量があるワーカーマシン

機能制限

• 一部のアプリケーションがサポートされていません。詳細については、「Linux でサポートされるアプ
リケーション」を参照してください。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック
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レミスアプリケーションを移行する

• Linux サーバー上で実行されている Java アプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodeDeploy
• AWS CodePipeline
• Amazon Elastic Container Registry
• AWS Fargate

ターゲットアーキテクチャ

Tools
Tools

• AWS App2Container (A2C) は、オンプレミスのデータセンターまたは仮想マシンで実行されるアプリ
ケーションを持ち上げてシフトし、Amazon ECSまたはAmazon EKSによって管理されるコンテナで実
行できるようにするためのコマンドラインツールです。

• AWS CodeBuild — AWS CodeBuild はクラウドで動作する、完全マネージド型のビルドサービスです。 
CodeBuild はソースコードをコンパイルし、単体テストを実行して、すぐにデプロイできるアーティ
ファクトを生成します。

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は、クラウド内のアセット (ドキュメント、ソースコード、バ
イナリファイルなど) を非公開で保存および管理するために使用できるAmazon Web Services によって
ホストされるバージョン管理サービスです。

• AWS CodePipeline — AWS CodePipeline は、ソフトウェアをリリースするために必要なステップのモ
デル化、視覚化、および自動化に使用できる継続的な配信サービスです。

• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、
停止、管理を行うための、高度にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。

• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリ
ティ、信頼性を備えた AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

• Amazon EKS — Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるようにするマネージド型
サービスです。独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストール、操作、維持す
る必要はありません。

• AWS Fargate — AWS Fargate は、Amazon ECSで使用できるテクノロジーであり、サーバーやElastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのクラスターを管理することなくコンテナを実行できま
す。Fargateを使用すると、コンテナを実行するために仮想マシンのクラスターをプロビジョニング、設
定、スケールする必要がありません。

叙事詩
認証情報を設定する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションサーバーにア
クセスするためのシークレット
を作成します。

ワーカーマシンからアプリケー
ションサーバーにリモートア
クセスするには、AWS Secrets 

DevOps、開発者
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レミスアプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル
Manager でシークレットを
作成します。シークレットに
は、SSH プライベートキー、ま
たは証明書と SSH プライベー
トキーのいずれかを使用できま
す。詳細については、「AWS 
App2Container シークレットを管
理する」を参照してください。

ワーカーマシンのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

tar ファイルをインストールしま
す。

sudo yum install -y tar
を実行します。

DevOps、開発者

AWS CLI のインストール. Amazon Command Line 
Interface (AWS CLI) をイン
ストールするには、を実行
しますcurl "https://
awscli.amazonaws.com/
awscli-exe-linux-
x86_64.zip" -o 
"awscliv2.zip"。 

awscliv2.zip を解凍します。

sudo ./aws/install を実行
します。

DevOps、開発者

App2Container をインストールし
ます。

以下のコマンドを実行します。

curl -o 
AWSApp2Container-
installer-linux.tar.gz 
https://app2container-
release-us-east-1.s3.us-
east-1.amazonaws.com/
latest/linux/
AWSApp2Container-
installer-linux.tar.gz

sudo tar xvf 
AWSApp2Container-
installer-linux.tar.gz

sudo ./install.sh

DevOps、開発者

プロファイルを設定します。 AWS デフォルトプロファイル
を設定するには、を実行しま
すsudo aws configure。

名前付きの AWS デフォルト
プロファイルを設定するに
は、を実行しますsudo aws 

DevOps、開発者
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タスク 説明 必要なスキル
configure --profile 
<profile name>。

Docker をインストールします。 以下のコマンドを実行します.

sudo yum install -y 
docker

sudo systemctl enable 
docker & sudo systemctl 
restart docker

 

App2 コンテナを初期化します。 App2Container を初期化するに
は、以下の詳細を取得する必要
があります。

• workspace: アプリケーショ
ンのコンテナ化アーティファ
クトを保存します。少なくと
も 20 GB の空きディスク容量
があるディレクトリパスを提
供することをお勧めします。

• awsProfile: サーバー上で設
定された AWS プロファイル。
これは、Amazon S3 にアー
ティファクトをアップロード
し、containerizeコマンド
を実行し、Amazon ECS また
は Amazon EKS にデプロイす
るための AWS アーティファ
クトを生成するために必要で
す。

• s3Bucket: AWS アーティファ
クトを抽出して保存します。

• metricsReportPermission: 
報告されたメトリックを収集
して保存します。

• dockerContentTrust: 
Docker イメージに署名しま
す。

sudo app2container init
を実行します。

DevOps、開発者

ワーカーマシンの設定

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションサーバー上で 
App2Container コマンドをリモー
ト接続して実行するようにワー
カーマシンを設定します。

ワーカーマシンを設定するに
は、次の情報が必要です。

DevOps、開発者
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レミスアプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル
• Server FQDN: アプリケー

ションサーバーの完全修飾ド
メイン名。

• Server IP address: アプリ
ケーションサーバーの IP アド
レス。FQDN または IP アドレ
スのどちらかで十分です。

• SecretARN: アプリケーショ
ンサーバーへの接続に使用さ
れ、Secrets Manager に保存さ
れるシークレットの Amazon 
リソースネーム (ARN)。

• AuthMethod:keycert または
の認証方法。

sudo app2container 
remote configure を実行しま
す。

ワーカーマシン上のアプリケーションを検出、分析、抽出

タスク 説明 必要なスキル

オンプレミスの Java アプリケー
ションをご覧ください。

アプリケーションサーバーで実
行されているすべてのアプリ
ケーションをリモートで検出す
るには、以下のコマンドを実行
します。

sudo app2container 
remote inventory --
target <FQDN/IP of App 
server>

このコマンド
は、inventory.jsonにデプロ
イされているアプリケーション
のリストを生成します。

開発者、 DevOps

検出されたアプリケーションを
分析します。

インベントリ段階で取得したア
プリケーションIDを使用して各
アプリケーションをリモートで
分析するには、次のコマンドを
実行します。

sudo app2container 
remote analyze --
application-id <java-
app-id> --target <FQDN/
IP of App Server>

これによ
り、analysis.jsonワークス

開発者、 DevOps
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レミスアプリケーションを移行する

タスク 説明 必要なスキル
ペースの場所にファイルが生
成されます。このファイルが生
成されると、必要に応じてコン
テナ化パラメータを変更できま
す。

分析したアプリケーションを抽
出します。

分析対象アプリケーションのア
プリケーションアーカイブを生
成するには、次のコマンドをリ
モートで実行します。これによ
り、ワークスペースの場所に tar 
バンドルが生成されます。

sudo app2container 
remote extract --
application-id 
<application id> --
target <FQDN/IP of App 
Server>

抽出されたアーティファクト
は、ローカルのワーカーマシン
で生成できます。

開発者、 DevOps

抽出したアーティファクトをワーカーマシンにコンテナ化します。

タスク 説明 必要なスキル

抽出したアーティファクトをコ
ンテナ化します。

次のコマンドを実行して、前
のステップで抽出したアーティ
ファクトをコンテナ化します。

sudo app2container 
containerize --input-
archive <tar bundle 
location on worker 
machine>

開発者、 DevOps

ターゲットを確定する。 ターゲットをファイナライズ
するには、containerizeコ
マンドの実行時に作成
されるファイルを開きま
すdeployment.json。AWS 
FargatecreateEcsArtifacts
をターゲットとして指
定するには、に設定し
ますtrue。Amazon 
EKScreateEksArtifacts を
ターゲットとして設定するに
は、true に設定します。

開発者、 DevOps
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AWS アーティファクトの生成とプロビジョニング

タスク 説明 必要なスキル

ワーカーマシンに AWS デプロ
イアーティファクトを生成しま
す。

デプロイアーティファクトを生
成するには、以下のコマンドを
実行します。

sudo app2container 
generate app-deployment 
--application-id 
<application id>

これにより、ワークスペー
スにecs-master.yml AWS 
CloudFormation テンプレートが
生成されます。

DevOps

アーティファクトをプロビジョ
ニングします。

生成されたアーティファクトを
さらにプロビジョニングするに
は、以下のコマンドを実行して 
AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

aws cloudformation 
deploy --template-file 
<path to ecs-master.yml> 
--capabilities 
CAPABILITY_NAMED_IAM --
stack-name <application 
id>–ECS

DevOps

パイプラインを生成する。 pipeline.json前のストーリー
で作成した修正を、必要に応じ
て行います。次に、generate 
pipelineコマンドを実行して
パイプラインデプロイアーティ
ファクトを生成します。

DevOps

関連リソース
• App2 コンテナとは何ですか?
• AWS アプリケーション2 コンテナのブログ投稿
• AWS CLI 設定の基本
• Amazon ECS のドッカーの基本
• ドッカーコマンド

Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用
して Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle 
に移行する
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Oracle GoldenGate フラットファイルアダ
プタを使用して Amazon RDS に移行する

ダーリヤ・ジンダニ (AWS) とバジ・シェイク (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット ソース:Oracle データベース (オ
ンプレミスまたは EC2 インスタ
ンス)

対象:Amazon RDS for Oracle

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オラクル テクノロジー:移行、分析、デー
タベース

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
GoldenGate Oracleは、異機種データベースとIT環境向けのリアルタイムのデータキャプチャおよびレ
プリケーションサービスです。ただし、このサービスは現在 Oracle 向け Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) をサポートしていません。サポートされているデータベースのリストについては、
「 GoldenGate 異機種データベース向け Oracle」(Oracle ドキュメント) を参照してください。このパター
ンは GoldenGate 、Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して、ソースデータベース (オン
プレミスまたは Amazon EC2) インスタンスからフラットファイルを生成する方法を示しています。その
後、これらのフラットファイルを Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスにインポートできま
す。

このパターンでは、Oracle GoldenGate を使用してソース Oracle データベースからトレイルファイルを
抽出します。データポンプは、トレイルファイルを統合サーバー（EC2 インスタンス）にコピーします。
統合サーバーでは、 GoldenGate Oracleはフラット・ファイル・アダプタを使用して、トレール・ファイ
ルのトランザクション・データ・キャプチャに基づいて一連の連続フラット・ファイルを生成します。オ
ラクルは、 GoldenGate データを区切り文字で区切られた値または長さで区切られた値としてフォーマッ
トします。次に、Oracle SQL*Loader を使用して、フラットファイルをターゲットの Amazon RDS for 
Oracle データベースインスタンスにインポートします。

ターゲットオーディエンス

このパターンは、 GoldenGateオラクルの基本的な構成要素に関する経験と知識がある人を対象としてい
ます。詳細については、Oracle GoldenGate アーキテクチャの概要 (Oracle ドキュメント) を参照してくだ
さい。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services（AWS）アカウント
• GoldenGate オラクルのライセンス。
• Oracle GoldenGate アダプタの個別ライセンス。
• ソースOracle データベース。オンプレミスまたは EC2 インスタンスで実行されます。
• 統合サーバーとして使用される EC2 Linux インスタンス。詳細については、「Amazon EC2 Linux イン

スタンスの開始方法 (Amazon EC2 ドキュメント)」を参照してください。
• ターゲットの Amazon RDS for Oracle データベースインスタンス 詳細については、「Oracle DB インス

タンスの作成 (Amazon RDS ドキュメント)」を参照してください。

製品バージョン

• Oracle データベースエンタープライズエディションバージョン 10g、11g、12c、またはそれ以降
• Oracle GoldenGate バージョン 12.2.0.1.1 以降
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プタを使用して Amazon RDS に移行する

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

Oracle データベース (オンプレミスまたは EC2 インスタンス)

ターゲットテクノロジースタック

Amazon RDS for Oracle

ソースアーキテクチャチャチャチャチャチャチャチャ

1. Oracle GoldenGate はソースデータベースログから証跡を抽出します。
2. データポンプはトレイルを抽出し、統合サーバーに移行します。
3. Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタは、トレイル、ソース定義、および抽出パラメータを読

み取ります。
4. 抽出を終了すると、制御ファイルとフラットデータファイルが生成されます。
5. フラットデータファイルを AWS クラウド内の Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスに移

行します。

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーチャ 必要な分だけ仮想サーバーを起動して、すばやくスケールアップまたはスケール
ダウンできます。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドで Oracle Relational 
Database をセットアップ、運用、スケーリングできます。

その他のサービス

• GoldenGateOracleは、あるデータベースから別の異種データベースまたはフラット・ファイルなどの別
のターゲット・トポロジーへのデータの複製、フィルタ処理、および変換を支援するサービスです。

• GoldenGate Oracleアプリケーション・アダプタを使用すると、 GoldenGate Oracleはソース・データ
ベースのトレイル・ファイルにキャプチャされたトランザクション・データから一連のシーケンシャ
ル・フラット・ファイルと制御ファイルを作成できます。これらのアダプタは、データウェアハウス
アプリケーションや独自アプリケーションチャ、レガシーアプリケーションでの抽出、変換、ロード 
(ETL) 操作に広く使用されています。 GoldenGate オラクルはこのキャプチャを実行し、異機種混在の
データベース、プラットフォーム、オペレーティング・システムにほぼリアルタイムで適用します。ア
ダプターは、CSV や Apache Parquet など、さまざまな形式の出力ファイルをサポートします。生成さ
れたこれらのファイルをロードして、データをさまざまな異種データベースにロードできます。

エピック
GoldenGate ソースデータベースサーバーに Oracle を設定します。

タスク 説明 必要なスキル

オラクルをダウンロードしてく
ださい GoldenGate。

ソースデータベースサーバー
で、Oracle GoldenGate バー
ジョン 12.2.0.1.1 以降をダウン

DBA
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タスク 説明 必要なスキル
ロードします。手順について
は、「Oracle のダウンロード」 
GoldenGate (Oracle ドキュメン
ト) を参照してください。

Oracle GoldenGate をインストー
ルします。

手順については、「Oracle の
インストール」 GoldenGate 
(Oracle ドキュメント) を参照し
てください。

DBA

GoldenGateオラクルをセット
アップします。

手順については、「Oracle 
用データベースの準備」 
GoldenGate (Oracle ドキュメン
ト) を参照してください。

DBA

GoldenGate 統合サーバーに Oracle をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

オラクルをダウンロードしてく
ださい GoldenGate。

統合サーバーで、Oracle 
GoldenGate バージョン 
12.2.0.1.1 以降をダウンロードし
ます。手順については、「Oracle
のダウンロード」 GoldenGate 
(Oracle ドキュメント) を参照し
てください。

DBA

Oracle GoldenGate をインストー
ルします。

ディレクトリを作成し、マ
ネージャープロセスを設定
し、defgen異種環境用のファイ
ルを作成します。手順について
は、「Oracle のインストール」 
GoldenGate (Oracle ドキュメン
ト) を参照してください。

DBA

Oracle GoldenGate データキャプチャ設定の変更

タスク 説明 必要なスキル

Oracle GoldenGate アダプタを準
備します。

統合サーバーで、Oracle 
GoldenGate アダプタソフトウェ
アを設定します。次のコマンド
を実行します

1. オラクル・ソフトウェア・
デリバリー・クラウドから
ggs_Adapters_Linux_x64.zip
をダウンロードします。

2. ggs_Adapters_Linux_x64.zip
を解凍します。

3. 次のコマンドを実行して、ア
ダプターをインストールしま
す。

DBA
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プタを使用して Amazon RDS に移行する

タスク 説明 必要なスキル

tar -xvf 
 ggs_Adapters_Linux_x64.tar

データポンプを設定します。 ソースサーバーで、トレイル
ファイルをソースサーバーか
ら統合サーバーに転送するよう
にデータポンプを構成します。
データポンプパラメータファイ
ルと trails ファイルディレクト
リを作成します。手順について
は、「フラット・ファイル・ア
ダプタの設定」（Oracle ドキュ
メント）を参照してください。

DBA

フラットファイルの生成と移行

タスク 説明 必要なスキル

フラットファイルを生成しま
す。

抽出ファイルと制御ファイルを
作成し、統合サーバーで抽出プ
ロセスを開始します。これによ
り、データベースの変更が抽出
され、ソースデータベースがフ
ラットファイルに書き込まれま
す。手順については、「フラッ
ト・ファイル・アダプタの使
用」(Oracle ドキュメント) を参
照してください。

DBA

フラットファイルをターゲット
データベースに読み込みます。

フラットファイルを、ターゲッ
トの Amazon RDS for Oracle 
データベースインスタンスに
ロードします。詳細について
は、「Oracle SQL*Loader を使
用したインポート (Amazon RDS 
ドキュメント)」を参照してくだ
さい。

DBA

トラブルシューティング

問題 解決策

Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタが
エラーを生成します。

アダプタのエラーの説明については、「エラー
メッセージの検索」 (Oracle ドキュメント) を参照
してください。トラブルシューティングの手順に
ついては、フラット・ファイル・アダプタのトラ
ブルシューティング (Oracle ドキュメント) を参照
してください。
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関連リソース
• オラクルのインストール GoldenGate (オラクルのドキュメント)
• オラクルの設定 GoldenGate (オラクルのドキュメント)
• GoldenGate オラクル・アダプタの概要 (オラクル・ドキュメンテーション)
• フラットファイルアダプタの設定 (Oracle ドキュメント)

Micro Focus Enterprise ServerとLRS VPSX/MFIを使
用して、AWS のメインフレームバッチ印刷ワーク
ロードを最新化します
シュバム・ロイ（AWS）、エイブラハム・ロンドン（マイクロフォーカス）、ガイ・タッカー（リーヴァ
イ、レイ、ショウプ社）、ケビン・ヤン（AWS）によって作成されました

環境: PoC またはパイロット ソース: IBM メインフレーム ターゲット: AWS

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: IBM テクノロジー: 移行

AWS サービス: AWS マネージ
ドマイクロソフト AD; Amazon 
EC2; Amazon S3; アマゾン EBS

概要
このパターンは、最新のメインフレームアプリケーションのランタイムとしてMicro Focus Enterprise 
Serverを使用し、プリントサーバーとしてLRS VPSX/MFI（Micro Focus Interface）を使用して、Amazon 
Web Services（AWS）クラウド上のビジネスクリティカルなメインフレームバッチ印刷ワークロー
ドをモダナイズする方法を示しています。このパターンは、リプラットフォーム・メインフレームの
モダナイゼーション・アプローチに基づいています。この方法では、メインフレームのバッチジョブ
を Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) に移行し、メインフレームデータベースを Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) に移行します。最新の印刷ワークフローの認証と認可
は、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD とも呼ばれます) に
よって行われます。LRS ディレクトリ情報サーバー (LRS/DIS) は AWS が管理する Microsoft AD と統合さ
れています。バッチ印刷のワークロードを最新化することで、IT インフラストラクチャコストの削減、レ
ガシーシステムの保守に伴う技術的負債の軽減、データサイロの解消、 DevOps モデルによる俊敏性と効
率の向上、AWS クラウドのオンデマンドリソースと自動化の活用が可能になります。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• メインフレームの印刷または出力管理ワークロード
• Micro Focus Enterprise Server上で動作するメインフレームアプリケーションを再構築して配信する方法

に関する基本的な知識 (詳細については、Micro Focusのドキュメントにあるエンタープライズサーバー
のデータシートを参照してください)。

• LRS クラウド印刷ソリューションと概念に関する基本的な知識 (詳細については、LRS ドキュメントの
「出力の最新化」を参照してください)。

• Micro Focusエンタープライズサーバーソフトウェアとライセンス (詳細については、Micro Focusの営業
担当者にお問い合わせください)
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• LRS VPSX/MFI、LRS/キュー、LRS/DISのソフトウェアとライセンス (詳細については、LRSの営業担当
者にお問い合わせください)

[Note:] (メモ:) メインフレームのバッチ印刷ワークロードの設定に関する考慮事項の詳細については、この
パターンの「追加情報」セクションにある「考慮事項」を参照してください。

製品バージョン

• マイクロフォーカスエンタープライズサーバー 6.0 (製品アップデート 7)
• LRS VPSX/MFI V1R3 またはそれ以上

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オペレーティング・システム — IBM z/OS
• プログラミング言語 — 共通ビジネス指向言語 (COBOL)、Job コントロール言語 (JCL)、および顧客情報

管理システム (CICS)
• データベース — IBM DB2 for z/OS および仮想ストレージアクセス方法 (VSAM)
• セキュリティ — リソースアクセス制御機能 (RACF)、z/OS 用 CA トップシークレット、およびアクセ

ス制御機能 2 (ACF2)
• 印刷および出力管理 — IBM メインフレーム z/OS 印刷製品 (z/OS、LRS、および CA View 用の IBM 

Tivoli 出力マネージャー)

ターゲットテクノロジースタック

• オペレーティングシステム — Amazon EC2 上で動作するマイクロソフト Windows サーバー
• コンピューティング — Amazon EC2
• プログラミング言語 — COBOL、JCL、および CICS
• データベース — Amazon RDS
• セキュリティ — AWS Managed Microsoft AD
• 印刷と出力の管理 — AWS での LRS 印刷ソリューション
• メインフレームランタイム環境 — Micro Focus エンタープライズサーバー

ソースアーキテクチャ

次の図は、メインフレームのバッチ印刷ワークロードの一般的な現在のアーキテクチャを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーは、COBOLで記述されたIBM CICSアプリケーション上に構築されたエンゲージメントシステ
ム（SoE）でビジネストランザクションを実行します。

2. SoE はメインフレームサービスを呼び出し、IBM DB2 for z/OS などの system-of-records (SoR) データ
ベースにビジネストランザクションデータを記録します。

3. SoR は SoE からのビジネスデータを保持します。
4. バッチジョブスケジューラは、バッチジョブを開始して印刷出力を生成します。
5. バッチジョブは、データベースからデータを抽出し、ビジネス要件に従ってデータをフォーマットして

から、請求明細書、ID カード、ローン明細書などのビジネス出力を生成します。最後に、バッチジョブ
は、ビジネス要件に基づいて、出力を印刷出力管理に転送して処理と出力配信を行います。 
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6. 印刷出力管理は、バッチジョブから印刷出力を受け取り、その出力を指定の宛先に配信します。たとえ
ば、電子メール、セキュア FTP を使用するファイル共有、LRS 印刷ソリューションを使用する物理プ
リンター (このパターンで示されているとおり)、IBM Tivoli などです。

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS クラウドにデプロイされたメインフレームのバッチ印刷ワークロードのアーキテクチャを
示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. バッチジョブスケジューラは、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの印刷出力を作成するバッチ
ジョブを開始します。

2. メインフレームのバッチジョブ（Amazon EC2に再プラットフォーム）は、Micro Focus Enterprise 
Serverランタイムを使用してアプリケーションデータベースからデータを抽出し、ビジネスロジックを
データに適用し、データをフォーマットしてから、Micro Focus Print Exit（マイクロ）を使用してデー
タを印刷先に送信します。フォーカス・ドキュメンテーション)。

3. アプリケーションデータベース (Amazon RDS 上で実行される SoR) は、印刷出力用のデータを保持し
ます。

4. LRS VPSX/MFI 印刷ソリューションは Amazon EC2 にデプロイされ、その運用データは Amazon 
Elastic Block Store (Amazon EBS) に保存されています。LRS VPSX/MFIは、TCP/IPベースのLRS/
キュー転送エージェントを使用して、Micro Focus JES 印刷終了APIを介して印刷データを収集し、指
定されたプリンタ宛先にデータを配信します。

[Note:] (メモ:) ターゲットソリューションは通常、IBM アドバンスト・ファンクション・プレゼンテーショ
ン（AFP）やゼロックス・ライン・コンディション・データ・ストリーム（LCDS）などのメインフレー
ム・フォーマット言語に対応するためにアプリケーションを変更する必要はありません。AWSでのメイン
フレームアプリケーションの移行と最新化にMicro Focusを使用する方法の詳細については、AWS ドキュ
メントの「Micro FocusによるAWS でのエンタープライズメインフレームワークロードの強化」を参照し
てください。

AWS インフラストラクチャアーキテクチャ

次の図は、メインフレームのバッチ印刷ワークロード向けの、可用性が高く安全な AWS インフラストラ
クチャアーキテクチャを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. バッチスケジューラーはバッチプロセスを開始し、高可用性 (HA) を実現するために複数のアベイラビ
リティーゾーンにわたって Amazon EC2 にデプロイされます。[Note:] (メモ:) このパターンには、バッ
チスケジューラの実装は含まれていません。実装の詳細については、スケジューラのソフトウェアベン
ダーのドキュメントを参照してください。

2. メインフレームのバッチジョブ (JCL や COBOL などのプログラミング言語で記述) は、コアビジネ
スロジックを使用して、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの印刷出力を処理および生成しま
す。ジョブは HA の 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって Amazon EC2 にデプロイされ、Micro 
Focus Print Exit を使用してエンドユーザーによる印刷用に LRS VPSX/MFI に印刷出力をルーティング
します。

3. LRS VPSX/MFIは、TCP/IPベースのLRS/キュー転送エージェントを使用して、Micro Focus JES印刷終
了プログラミングインターフェイスから印刷データを収集またはキャプチャします。Print Exitは、LRS 
VPSX/MFIがスプールファイルを効果的に処理し、LRS/キューコマンドを動的に構築するために必
要な情報を渡します。その後、コマンドはMicro Focusの標準ビルトイン関数を使用して実行されま
す。[Note:] (メモ:) Micro Focus Print ExitからLRS/Queeueに渡される印刷データと、LRS VPSX/MFIが
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サポートするメインフレームのバッチメカニズムについて詳しくは、このパターンの「追加情報」セク
ションにある「印刷データキャプチャ」を参照してください。

4. Network Load Balancer は、Micro Focus Enterprise ServerをLRS VPSX/MFIと統合するためのDNS
名を提供します。[Note:] (メモ:) LRS VPSX/MFI はレイヤー 4 ロードバランサーをサポートしていま
す。Network Load Balancer は、LRS VPSX/MFIの基本的なヘルスチェックも行い、正常に登録されて
いるターゲットにトラフィックをルーティングします。

5. LRS VPSX/MFI プリントサーバーは、高可用性の 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって Amazon 
EC2 にデプロイされ、運用データストアとして Amazon EBS を使用します。LRS VPSX/MFI は、アク
ティブ//アクティブ/アクティブ/アクティブ/アクティブ/パッシブ両方のサービスモードをサポートしま
す。このアーキテクチャでは、アクティブスタンバイとホットスタンバイとしてアクティブ/パッシブの
ペアで複数の AZ を使用します。Network Load Balancer は、LRS VPSX/MFI EC2インスタンスのヘル
スチェックを実行し、アクティブなインスタンスが異常な状態にある場合は他のAZのホットスタンバイ
インスタンスにトラフィックをルーティングします。印刷リクエストは、各 EC2 インスタンスの LRS 
Job キューにローカルに保持されます。リカバリの場合、LRS サービスが印刷要求の処理を再開するに
は、障害が発生したインスタンスを再起動する必要があります。[Note:] (メモ:) LRS VPSX/MFIは、プ
リンタフリートレベルでのヘルスチェックも実行できます。詳細については、このパターンの「追加情
報」セクションにある「プリンタフリートのヘルスチェック」を参照してください。

6. AWS マネージド Microsoft AD は LRS/DIS と統合して、印刷ワークフローの認証と承認を実行します。
詳細については、このパターンの「追加情報」セクションの「印刷認証と承認」を参照してください。

7. LRS VPSX/MFI はブロックストレージに Amazon EBS を使用します。アクティブな EC2 インスタン
スの Amazon EBS point-in-time データをスナップショットとして Amazon S3 にバックアップし、ホッ
トスタンバイ EBS ボリュームに復元できます。Amazon EBS ボリュームスナップショットの作成、保
持、削除を自動化するには、Amazon Data Lifecycle Manager を使用して自動スナップショットの頻度
を設定し、RTO/RPO 要件に基づいてスナップショットを復元できます。

Tools
AWS サービス

• Amazon EBS — Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、EC2 インスタンスで使用するためのブ
ロックレベルのストレージボリュームを提供します。EBS ボリュームの動作は、未初期化のブロックデ
バイスに似ています。これらのボリュームは、デバイスとしてインスタンスにマウントできます。

• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコ
ンピューティングキャパシティーを提供します。Amazon EC2 を使用して、必要な数 (またはそれ以下) 
の仮想サーバーを起動でき、スケールアウトまたはスケールインが可能です。

• Amazon RDS — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショ
ナルデータベースを簡単にセットアップ、および運用し、スケーリングすることのできるウェブサー
ビスです。リレーショナルデータベース向けに、費用対効果に優れた拡張機能を備え、一般的なデータ
ベース管理タスクを管理します。

• AWS Managed Microsoft AD — Microsoft Active Directory 用 AWS Directory Service (AWS Managed 
Microsoft Active Directory とも呼ばれます) を使用すると、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リ
ソースで、AWS Managed Active Directory を使用できます。

その他のツール

• LRS VPSX/MFI（マイクロフォーカスインターフェイス）— LRSとマイクロフォーカスが共同開発した
VPSX/MFIは、マイクロフォーカスエンタープライズサーバーのJESスプールからの出力をキャプチャ
し、指定された印刷先に確実に配信します。

• LRS ディレクトリ情報サーバー (LRS/DIS) — LRS/DIS は、印刷ワークフロー中の認証と承認に使用さ
れます。

• LRS/キュー — LRS VPSX/MFIは、TCP/IPベースのLRS/キュー転送エージェントを使用して、Micro 
Focus JES印刷終了プログラミングインターフェイスを介して印刷データを収集またはキャプチャしま
す。
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• Micro Focus Enterprise Server — Micro Focus Enterprise Serverは、メインフレームアプリケーション用
のアプリケーション導入環境です。Micro Focus Enterprise Developerの任意のバージョンを使用して移
行または作成されたメインフレームアプリケーションの実行環境を提供します。

エピック
Amazon EC2 に Micro Focus エンタープライズサーバーをセットアップし、メインフレームの
バッチアプリケーションをデプロイします

タスク 説明 必要なスキル

Micro Focus エンタープライズ
サーバーをセットアップし、デ
モアプリケーションをデプロイ
します。

Amazon EC2でMicro Focusエ
ンタープライズサーバーをセッ
トアップし、Micro Focus エ
ンタープライズサーバーオン
AWS クイックスタートデプロ
イガイドの指示に従って、Micro 
BankDemo Focusデモンスト
レーションアプリケーションを
Amazon EC2にデプロイします。

BankDemo このアプリケーショ
ンは、印刷出力を作成して開始
するメインフレームのバッチア
プリケーションです。

クラウドアーキテクト

Amazon EC2 で LRS プリントサーバーをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

印刷用の LRS 製品ライセンスを
取得してください。

LRS VPSX/MFI、LRS/
キュー、LRS/DISのLRS製品ライ
センスを取得するには、LRS出力
管理チームにお問い合わせくだ
さい。LRS 製品をインストール
する EC2 インスタンスのホスト
名を指定する必要があります。

ビルドリード

Amazon EC2 Windows インスタ
ンスを作成して LRS VPSX/MFI 
をインストールします。

ステップ 1 の指示に従って 
Amazon EC2 Windows インス
タンスを起動します。Amazon 
EC2 ドキュメントでインスタン
スを起動します。インスタンス
は、LRS VPSX/MFI の次のハー
ドウェア要件とソフトウェア要
件を満たしている必要がありま
す。 

• CPU — デュアルコア
• RAM — 16 ギガバイト
• ドライブ — 500 ギガバイト
• 最小限の EC2 インスタンス — 

m5.xlarge

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
• OS — ウィンドウズ/リナック

ス
• ソフトウェア — インターネッ

トインフォメーションサービ
ス (IIS) または Apache

[Note:] (メモ:) 前述のハードウェ
ア要件とソフトウェア要件は、
小規模プリンタ (約 500 ～ 1000 
台) を対象としています。要件
をすべて把握するには、LRS と 
AWS の担当者に相談してくださ
い。

Windows インスタンスを作成
する場合、以下の作業を行いま
す。

1. EC2 ホスト名が LRS 製品ライ
センスに使用されているホス
ト名と同じであることを確認
します。

2. Amazon EC2 で CGI を有効に
するには、以下を実行してく
ださい。
a. ステップ 2 の指示に従っ

て EC2 インスタンス
Connect。Amazon EC2 ド
キュメントでインスタンス
Connect。

b. Windows の [スタート] メ
ニューで、[スタート] メ
ニューで、[スタート] を開
きます。

c. サーバーマネージャーで、
[ダッシュボード]、[クイッ
クスタート]、[役割と機能
の追加] を選択します。次
に、[サーバーロール] を選
択します。

d. [サーバーの役割] で 
[WebServer (IIS)] を選択
し、[アプリケーション開
発] を選択します。

e. 「アプリケーション開発」
で、「CGI」チェックボッ
クスを選択します。

f. Windows サーバーマネー
ジャーの役割と機能の追加
ウィザードの指示に従って
CGI をインストールしま
す。
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タスク 説明 必要なスキル
g. LRS/キュー通信用に、EC2 

インスタンスの Windows 
ファイアウォールでポート 
5500 を開きます。

EC2 インスタンスに LRS VPSX/
MFI をインストールします。

1. ステップ 2 の指示に従っ
て EC2 インスタンス
Connect。Amazon EC2 ド
キュメントでインスタンス
Connect。 

2. 受信するはずの LRS メー
ルにある製品ダウンロード
ページへのリンクを開きま
す。[Note:] (メモ:) LRS 製品
は電子ファイル転送 (EFT) に
よって配布されます。 

3. LRS VPSX/MFIをダウンロー
ドし、ファイル (デフォルト
フォルダ:c:\LRS) を解凍しま
す。

4. 解凍したフォルダーから LRS 
製品インストーラーを起動し
て LRS VPSX/MFI をインス
トールします。 

5. [機能の選択] メニューで 
[VPSX® サーバー (V1R3.022)] 
を選択し、[次へ] を選択して
インストールプロセスを開始
します。インストールが完了
すると、成功メッセージが表
示されます。

クラウドアーキテクト

LRS/キューをインストールしま
す。

1. ステップ 2 の指示に従って 
Micro Focus エンタープライ
ズサーバー EC2 インスタン
スConnect。Amazon EC2 ド
キュメントでインスタンス
Connect。

2. 受信するはずの LRS 電子
メールから LRS 製品ダウン
ロードページへのリンクを開
き、LRS/Queue をダウンロー
ドして、ファイルを解凍しま
す。

3. ファイルをダウンロードした
場所に移動し、LRS 製品イン
ストーラーを起動して LRS/
Queue をインストールしま
す。

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル

LRS/DIS をインストールしま
す。

1. ステップ 2 の指示に従って 
LRS VPSX/MFI EC2 インスタ
ンスConnect。Amazon EC2 
ドキュメントでインスタンス
Connect。

2. 受信するはずの LRS メー
ルにある LRS 製品ダウン
ロードページへのリンクを開
き、LRS/DIS をダウンロー
ドして、ファイルを解凍しま
す。

3. ファイルをダウンロードした
場所に移動し、LRS Product 
Installer を起動します。

4. LRS 製品インストーラーで、
「LRS その他のツール」を展
開し、「LRS DIS」を選択し
て、「次へ」を選択します。

5. LRS 製品インストーラーの
残りの指示に従って、インス
トールプロセスを完了しま
す。

クラウドアーキテクト

ターゲットグループを作成
し、LRS VPSX/MFI EC2をター
ゲットとして登録します。

Elastic Load Balancing ドキュメ
ントの「Network Load Balancer 
のターゲットグループの作成」
の指示に従ってターゲットグ
ループを作成します。

ターゲットグループを作成する
場合、以下の作業を行います。

1. [グループ詳細の指定] ページ
の [ターゲットタイプの選択] 
で、[インスタンス] を選択し
ます。

2. [プロトコル] で [TCP] を選択
します。

3. [ポート] に [5500] を選択しま
す。 

4. [ターゲットの登録] ページの 
[利用可能なインスタンス] セ
クションで、LRS VPSX/MFI 
EC2 インスタンスを選択しま
す。

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル

Network Load Balancer を作成し
ます。

Elastic Load Balancing ドキュメ
ントの「Network Load Balancer 
を作成する」の指示に従いま
す。Network Load Balancer 
は、Micro Focusエンタープラ
イズサーバーからのトラフィッ
クをLRS VPSX/MFI EC2にルー
ティングします。

Network Load Balancer を作成す
るときは、リスナーとルーティ
ングページで次の操作を行いま
す。

1. [プロトコル] で [TCP] を選択
します。 

2. [ポート] に [5500] を選択しま
す。

3. 「デフォルトアクション」で
は、前に作成したターゲット
グループの「転送先」を選択
します。

クラウドアーキテクト

Micro FocusエンタープライズサーバをLRS VPSX/MFIおよびLRS/キューと統合

タスク 説明 必要なスキル

LRS/キュー統合用にMicro Focus
エンタープライズサーバーを設
定します。

1. ステップ 2 の指示に従って 
Micro Focus エンタープライ
ズサーバー EC2 インスタン
スConnect。Amazon EC2 ド
キュメントでインスタンス
Connect。

2. Windows の [スタート] メ
ニューで、[スタート] メ
ニューで、[スタート] を開き
ます。

3. メニューバーで、[ネイティブ] 
を選択します。

4. ナビゲーションペインで、
「ディレクトリサーバー」を
選択し、「BANKDEMO」を選
択します。

5. 左側のナビゲーションペ
インの「一般」から、「追
加」セクションまでスク
ロールして、環境変数 
(LRSQ_ADDRESS、LRSQ_PORT、LRSQ_COMMAND) 
がLRSQを指すように設定しま
す。

6. LRSQ_ADDRESS には、
前に作成したNetwork Load 

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
Balancer の IP アドレスまたは 
DNS 名を入力します。

7. LRSQ_PORT には、VPSX 
LRSQ リスナーポート (5500)
と入力します。

8. LRSQ_COMMAND に
は、LRSQ 実行ファイルのパ
スの場所を入力します。

[Note:] (メモ:) LRS は現在、DNS 
名の最大文字数を 50 文字に制
限していますが、future 変更さ
れる可能性があります。DNS 名
が 50 を超える場合は、代わりに
Network Load Balancer の IP ア
ドレスを使用できます。

LRS VPSX/MFI統合用にMicro 
Focusエンタープライズサーバー
を設定します。

1. LRS VPSX/MFIインストー
ラからにあるMicro Focus 
EnterpriseVPSX_MFI_R2
Serverの場所にフォルダを
コピーしますC\BANKDEMO
\print。

2. ステップ 2 の指示に従って 
Micro Focus エンタープライ
ズサーバー EC2 インスタン
スConnect。Amazon EC2 ド
キュメントでインスタンス
Connect。

3. Windows の [スタート] メ
ニューで、[スタート] メ
ニューで、[スタート] を開き
ます。

4. メニューバーで、[ネイティブ] 
を選択します。

5. ナビゲーションペインで、
「ディレクトリサーバー」を
選択し、「BANKDEMO」を選
択します。

6. 「バンクデモ」で「JES」を
選択します。

7. 「JES プログラムパス」
に、DLL(VPSX_MFI_R2)C
\BANKDEMO\printその場所
からのパスを追加します。

クラウドアーキテクト
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Micro Focus エンタープライズサーバーと LRS VPSX/MFI でのプリンターとプリントユーザーの
セットアップ

タスク 説明 必要なスキル

Micro Focus 印刷終了モジュール
を Micro Focus Enterprise Server 
バッチプリンタサーバー実行プ
ロセスに関連付けます。

1. ステップ 2 の指示に従って 
Micro Focus エンタープライ
ズサーバー EC2 インスタン
スConnect。Amazon EC2 ド
キュメントでインスタンス
Connect。

2. Windows の [スタート] メ
ニューで、[スタート] メ
ニューで、[スタート] を開き
ます。

3. メニューバーで、[ネイティブ] 
を選択します。

4. ナビゲーションペインで、
「ディレクトリサーバー」を
選択し、「BANKDEMO」を選
択します。

5. 「BANKDEMO」で「JES」を
選択し、「プリンター」まで
スクロールします。

6. プリンタで、Micro Focus 印
刷終了モジュール (Batch 用
LRSPRTE6) を Micro Focus 
Enterprise Server バッチプ
リンタサーバ実行プロセス 
(SEP) に関連付けます。これ
により、LRS VPSX/MFIへの
印刷出力ルーティングが可能
になります。

7. エンタープライズサーバー管
理 UI にサインインします。

構成の詳細については、Micro
Focusのドキュメントの「Exitの
使用」を参照してください。

クラウドアーキテクト

LRS VPSX/MFI にプリンターを
追加します。

1. ステップ 2 の指示に従って 
LRS VPSX/MFI EC2 インスタ
ンスConnect。Amazon EC2 
ドキュメントでインスタンス
Connect。

2. Windows の [スタート] メ
ニューから VPSX ウェブイン
ターフェイスを開きます。

3. ナビゲーションペインで、
[Printer] (プリンタ) を選択しま
す。

4. [追加] を選択し、[プリンター
の追加] を選択します。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
メインフレームのバッチ印刷ワークロードを AWS で最新化

タスク 説明 必要なスキル
5. [プリンタ設定] ページの [プリ

ンタ名] に Local と入力しま
す。

6. VPSX IDには、VPS1と入力し
ます。

7. について
はCommType、TCPIP/LRSQ
を選択します。

8. [ホスト/IP アドレス] に、追加
する物理プリンタの IP アドレ
スを入力します。

9. [デバイス] に、デバイスの名
前を入力します。

10.Windows ドライバーまたは
Linux/Mac ドライバーのいず
れかを選択します。

11.[Add] (追加) を選択します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
メインフレームのバッチ印刷ワークロードを AWS で最新化

タスク 説明 必要なスキル

LRS VPSX/MFIでプリントユー
ザーを作成します。

1. ステップ 2 の指示に従って 
LRS VPSX/MFI EC2 インスタ
ンスConnect。Amazon EC2 
ドキュメントでインスタンス
Connect。

2. Windows の [スタート] メ
ニューから VPSX ウェブイン
ターフェイスを開きます。

3. ナビゲーションペインで、[セ
キュリティ] を選択し、次に 
[ユーザー] を選択します。

4. 「ユーザー名」列で「admin」
を選択し、「コピー」を選択
します。

5. 「ユーザー・プロファイル・
メンテナンス」ウィンドウの
「ユーザー名」に、ユーザー
名 (など PrintUser) を入力しま
す。

6. [説明] に、簡単な説明を入力
します (たとえば、テスト印刷
用のユーザーなど)。

7. [Update] (更新) を選択しま
す。これにより、印刷ユー
ザー (例:PrintUser) が作成され
ます。

8. ナビゲーションペインの [ユー
ザー] で、作成した新しいユー
ザーを選択します。

9. [コマンド] メニューから [セ
キュリティ] を選択します。

10.「セキュリティルール」ペー
ジで、該当するプリンタセ
キュリティとジョブセキュリ
ティオプションをすべて選択
し、「保存」を選択します。

11.新しい印刷ユーザーを管理者
グループに追加するには、
ナビゲーションペインに移
動し、[セキュリティ] を選択
し、[構成] を選択します。

12.セキュリティ設定ウィンドウ
で、新しい印刷ユーザーを管
理者列に追加します。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
メインフレームのバッチ印刷ワークロードを AWS で最新化

印刷の認証と認可を設定する

タスク 説明 必要なスキル

ユーザーとグループを使用して 
AWS Managed Microsoft AD ド
メインを作成します。

1. AWS Directory Service ドキュ
メントの「AWS Managed 
Microsoft AD ディレクトリの
作成」の指示に従って、AWS 
Managed Microsoft AD に 
Active Directory を作成しま
す。 

2. ステップ 3 の指示に従っ
て、EC2 インスタンス (Active 
Directory マネージャ) をデプ
ロイし、Active Directory ツー
ルをインストールして AWS 
マネージド Microsoft AD を
管理します。AWS Directory 
Service ドキュメントで EC2 
インスタンスをデプロイして 
AWS Managed Microsoft AD 
を管理します。

3. ステップ 2 の指示に従っ
て EC2 インスタンス
Connect。Amazon EC2 ド
キュメントでインスタンス
Connect。[Note:] (メモ:) EC2 
インスタンスに接続するとき
は、Windows セキュリティ
ウィンドウに管理者認証情報 
(ステップ 1 で作成したディレ
クトリ用) を入力します。

4. Windows の [スタート] メ
ニューの [Windows 管理ツー
ル] で、[Active Directory ユー
ザーとコンピューター] を選択
します。

5. AWS Directory サービスド
キュメントの「ユーザー
の作成」にある手順に従っ
て、Active Directory ドメイン
にプリントユーザーを作成し
ます。

クラウドアーキテクト

LRS VPSX/MFI EC2 を AWS 
Managed Microsoft AD ドメイン
に接続してください。

LRS VPSX/MFI EC2 を AWS マ
ネージド Microsoft AD ドメイン
に自動的に (AWS ナレッジセン
ターのドキュメント) または手
動で (AWS Directory Service ド
キュメント) 参加させます。

クラウドアーキテクト

LRS/DIS を設定して AWS 
Managed Microsoft AD と統合し
ます。

1. ステップ 2 の指示に従って 
LRS VPSX/MFI EC2 インスタ
ンスConnect。Amazon EC2 
ドキュメントでインスタンス
Connect。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
メインフレームのバッチ印刷ワークロードを AWS で最新化

タスク 説明 必要なスキル
2. Windows の [スタート] メ

ニューで、VPSX Webイン
ターフェイスを開きます。

3. ナビゲーションペインで、[セ
キュリティ] を選択し、[構成] 
を選択します。

4. [セキュリティ設定] ページの
[セキュリティパラメータ] セ
クションの [セキュリティタイ
プ] で、[内部] を選択します。

5. セキュリティパラメータセク
ションに、残りのオプション
の設定を入力します。

6. Microsoft Windows の [スター
ト] メニューから [LRS 出力管
理] フォルダーを開き、[サー
バー起動] を選択して [サー
バー停止] を選択します。

7. Active Directory ユーザー名
とパスワードを使用して LRS 
VPSX/MFI にログインしま
す。

印刷ワークフローのテスト

タスク 説明 必要なスキル

Micro BankDemo Focusアプリか
らバッチ印刷リクエストを開始
します。

1. Micro Focus エンタープライズ
サーバー EC2 インスタンスで 
3270 ターミナルエミュレータ
を開きます。

2. BankDemo 次のコマ
ンドを実行してアプ
リConnect。connect 
127.0.0.1:9278

3. BankDemo コマンドラインイ
ンターフェイスの [ユーザ ID] 
に B0001 と入力します。[パス
ワード] には、空白でないキー
を入力します。

4. 「印刷済み明細書をリクエス
ト」オプションでは、空白行
に X と入力します。

5. [明細書をセクションごとに
送信] の [メール] に Y と入力
し、F10 を押します。

テストエンジニア

LRS VPSX/MFI の印刷出力を確
認します。

1. ステップ 2 の指示に従って 
LRS VPSX/MFI EC2 インスタ
ンスConnect。Amazon EC2 
ドキュメントでインスタンス
Connect。

テストエンジニア

1965

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows


AWS 規範的ガイダンス パターン
メインフレームのバッチ印刷ワークロードを AWS で最新化

タスク 説明 必要なスキル
2. Windows の [スタート] メ

ニューで、[スタート] メ
ニューで、[スタート] を開き
ます。

3. ナビゲーションペインで、
[プリンター] を選択し、[出力
キュー] を選択します。

4. 「スプール ID」列で、プリン
タキュー内のリクエストのス
プール ID を選択します。

5. 「アクション」タブの「コマ
ンド」列で、「ブラウズ」 を
選択します。 

勘定科目番号の列を含む勘定科
目明細書の印刷出力が表示さ
れるようになりました。 、説
明、日付、金額、残高。例に
ついては、このパターンの
batch_print_output 添付ファイル
を参照してください。

関連リソース
• LRS 出力の最新化 (LRS ドキュメンテーション)
• ANSI とマシンキャリッジコントロール (IBM ドキュメント)
• チャネルコマンドワード (IBM ドキュメント)
• Micro Focus による AWS 上のエンタープライズメインフレームワークロードの強化 (AWS パートナー

ネットワークブログ)
• Amazon EC2 Auto Scaling およびSystems Manager を使用して Micro Focus エンタープライズサーバー 

PAC を構築 (AWS Prescriptive Guidance 文書)
• アドバンスト・ファンクション・プレゼンテーション (AFP) データストリーム (IBM ドキュメント)
• ラインコンディショニングデータストリーム (LCDS) (Compart ドキュメンテーション)
• AWS 上のマイクロフォーカスエンタープライズサーバー (AWS クイックスタート)

追加情報
考慮事項

モダナイゼーションを進める際には、メインフレームのバッチ処理とそれによって生成される出力の両方
について、さまざまな構成を検討することがあります。メインフレームプラットフォームは、印刷に直
接影響する特定の要件に応じて、メインフレームプラットフォームを使用するすべての顧客とベンダーに
よってカスタマイズされています。たとえば、現在のプラットフォームでは、IBM アドバンスト・ファン
クション・プレゼンテーション (AFP) またはゼロックス・ライン・コンディション・データストリーム 
(LCDS) が現在のワークフローに組み込まれている場合があります。さらに、メインフレームのキャリッジ
コントロール文字とチャネルコマンドワードは、印刷ページの外観に影響を与える可能性があり、特別な
処理が必要になる場合があります。最新化計画プロセスの一環として、特定の印刷環境における構成を評
価して理解することをお勧めします。

印刷データキャプチャ
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Config をと統合した後に CMDB 

にデータを入力します ServiceNow

Micro Focus Print Exitは、LRS VPSX/MFIがスプールファイルを効果的に処理するために必要な情報を渡し
ます。この情報は、関連するコントロールブロックに渡される以下のようなフィールドで構成されていま
す。

• ジョブ名
• 所有者 (ユーザ ID)
• 先
• フォーム
• ファイル名
• 作家

LRS VPSX/MFIは、Micro Focus Enterprise Serverからデータをキャプチャするための次のメインフレーム
バッチメカニズムをサポートしています。

• 標準の z/OS JCL SYSOUT DD/OUTPUT ステートメントを使用した COBOL バッチ印刷/スプール処理
• 標準の z/OS JCL CA-SPOOL SUBSYS DD ステートメントを使用した COBOL バッチ印刷/スプール処

理
• CBLTDLI インターフェイスを使用した IMS/COBOL 印刷/スプール処理 (サポートされている方法の一覧

とプログラミング例については、製品ライセンスに含まれている LRS のマニュアルを参照してくださ
い)。

プリンタフリートのヘルスチェック

LRS VPSX/MFI（LRS LoadX）は、デバイス管理や運用の最適化など、詳細なヘルスチェックを実行でき
ます。デバイス管理は、プリンタデバイスの障害を検出し、印刷要求を正常なプリンタにルーティングで
きます。プリンタフリートの詳細なヘルスチェックの詳細については、製品ライセンスに含まれている 
LRS ドキュメントを参照してください。

印刷の認証と承認

LRS/DIS を使用すると、LRS アプリケーションが Microsoft Active Directory または LDAP サーバーを使用
してユーザー ID とパスワードを認証できます。基本的な印刷認証に加えて、LRS/DISは次のユースケース
でも詳細な印刷セキュリティ制御を適用できます。

• プリンタージョブを閲覧できるユーザーを管理します。
• 他のユーザーのジョブの閲覧レベルを管理します。
• 運用タスクを管理します。たとえば、保留/解除、削除、変更、コピー、ルート変更などのコマンドレベ

ルのセキュリティです。セキュリティは、ユーザー ID またはグループ (AD グループや LDAP グループ
と同様) のいずれかで設定できます。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Config をと統合した後に CMDB にデータを入力
します ServiceNow

ラーフル・ゴヤル（AWS）とアンドリュー・ワゲ（AWS）によって作成されました
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Config をと統合した後に CMDB 

にデータを入力します ServiceNow

環境: PoC またはパイロット ソース: データ管理 ターゲット: AWS Config

R タイプ: プラットフォーム変更 テクノロジー: 移行、管理とガバ
ナンス

AWS サービス: AWS 
CloudFormation; Amazon SNS; 
Amazon EC2

概要
このパターンは、Amazon Web Services（AWS）クラウドで Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon 
EC2）インスタンスを起動した後に設定管理データベース（CMDB） ServiceNow を更新できるよう
に、AWS Config をと統合する方法を示しています。このパターンでは、EC2 インスタンスが起動した後
に、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して通知が発行されます。この通知により 
CMDB にサーバーレコードが作成され、AWS CloudFormation スタックから EC2 インスタンスを作成し
て統合がテストされます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• ServiceNow アクティブなアカウント (開発者アカウントは有効)
• コマンドデータベース
• AWS Config と Amazon SNS に関する基本的な知識 ServiceNow

アーキテクチャ
次の図は、AWS Config と統合して CMDB データを更新する方法を示しています ServiceNow。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーは AWS CloudFormation スタックを使用して EC2 インスタンスをプロビジョニングします。
2. AWS Config は、AWS CloudFormation スタックの EC2 インスタンスに関する情報を記録します。
3. AWS Config がキャプチャした EC2 インスタンスに関する情報は、Amazon SNS トピックに公開され

ます。
4. Amazon SNS は SNS トピックを HTTP/S ウェブフックにプッシュ配信します。
5. ServiceNow REST API は、HTTP/S ウェブフックから EC2 インスタンスに関する情報を受け取りま

す。
6. JavaScript API データを処理します。
7. JSON ハンドラーがサーバー情報を抽出します。
8. CMDB はサーバー情報で更新されます。

テクノロジースタック

• Amazon SNS
• AWS CloudFormation
• AWS Config
• ServiceNow
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Tools
• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールア

ドレスを含むパブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。サブ
スクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信しま
す。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し
たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わ
りに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起
動および構成できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにわたってスタックを管理および
プロビジョニングできます。

• AWS Config は、AWS アカウントにおける AWS リソースの設定を詳細に表示します。これには、リ
ソース間の関係と設定の履歴が含まれるため、時間の経過と共に設定と関係がどのように変わるかを確
認できます。

• ServiceNow— ServiceNow は、AWS クラウドと統合して包括的なサービスライフサイクル管理を提供
するクラウド管理ソリューションです。

叙事詩
ServiceNow インスタンスを設定する

タスク 説明 必要なスキル

ServiceNow インスタンスをリク
エストします。

1. ServiceNow 開発者サイトにサ
インインし、開発者インスタ
ンス (ServiceNow ウェブサイ
ト) をリクエストします。

2. 開発者インスタンスに管理者
としてログインし、後で使用
できるようにログイン認証情
報を書き留めます。

ServiceNow

にカスタムアプリケーションを
インポートします ServiceNow。

1. ServiceNow 開発者サイト 
(ServiceNow Web サイト) 
で、「システムアプリケー
ション」を選択します。

2. 「Studio」を選択し、「ソー
ス管理からインポート」を選
択します。

3. [アプリケーションのインポー
ト] ページの [URL] ボックス
に https://github.com/byukich/
x_snc_aws_sns と入力しま
す。

4. ユーザー名とパスワードを入
力せずに、[Import] (インポー
ト) を選択します。

5. ServiceNow Studio のタブを閉
じます。

ServiceNow

で新しいアプリケーションを検
証してください ServiceNow。

ServiceNow ブラウザタブを更
新して、[AWS SNS] を選択しま
す。左側のナビゲーションペイ

ServiceNow
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ンに、新しいナビゲーションリ
ンクが 3 つ追加されました。 

[Note:] (メモ:) AWS SNS はアプ
リケーション名を指し、Amazon 
SNS を指すものではありませ
ん。

SNS トピックおよびサブスクリプションを作成する

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックを作成します。 AWS マネジメントコンソールに
サインインし、Amazon SNS ド
キュメントの「Amazon SNS ト
ピックの作成」に記載されてい
る手順に従って、米国東部 (バー
ジニア北部) AWS リージョンに 
SNS トピックを作成します。

Amazon SNS

SNS トピックにサブスクライブ
する。

AWS マネジメントコンソール
にサインインし、Amazon SNS 
ドキュメントの「Amazon SNS 
トピックの購読」に記載されて
いる手順に従って、新しい SNS 
ServiceNow トピックにインスタ
ンスを登録します。

サブスクリプションを作成する
ときは、必ず次のことを行って
ください。 

• [プロトコル] に [HTTP/HTTPS] 
を選択します。

• ServiceNow エンドポイン
トの開発者インスタンスへ
のリンク (たとえば、https://
admin:[your ServiceNow admin 
password] @ [開発者インス
タンス] .service-now.com/api/
x_snc_aws_sns/aws_sns) を
入力します。[Note:] (メモ:) 
ServiceNow 開発者インスタ
ンスへのリンクを取得するに
は、 ServiceNow 無料の開発者
インスタンスをリクエストし
たときに受け取った管理者パ
スワードを使用します。

Amazon SNS
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SNS サブスクリプションを ServiceNow

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを識別して
ください。

1. ServiceNow 開発者サイト 
(ServiceNow Web サイト) に
サインインします。

2. ServiceNow ブラウザタブで 
[SNS] を選択し、[購読] を選択
します。AWS が新しいレコー
ドを作成したことがわかりま
す。

ServiceNow

サブスクリプションを確認しま
す。

1. サブスクリプションを
開くには、を選択しま
すServiceNow。

2. [サブスクリプションの確認] 
を選択します。[Note:] (メモ:) 
このページにとどまって、次
のセクションでハンドラの作
成を行います。

ServiceNow

でサブスクリプションのハンドラーを作成する ServiceNow

タスク 説明 必要なスキル

ハンドラの作成。 AWS ServiceNow からのメッ
セージを受信できるようにす
るには、でハンドラーを作成
します ServiceNow。ハンド
ラーは、AWS CloudFormation 
スタックから新しい EC2 イ
ンスタンスが作成されるたび
に、CMDB サーバーテーブル 
(cmdb_ci_server) に新しいレコー
ドを作成します。

1. 「購読」フォームの「ハンド
ラー関連」で、「新規」を選
択します。

2. [名前] に、ハンドラーの名
前を入力します (たとえば、
「EC2 から CMDB サーバーを
作成」)。

3. 「コード」では、ハンドラー
内の関数に次のコードを貼り
付けます。

var webserver = new 
 GlideRecord("cmdb_ci_server"); 
 webserver.initialize();  
webserver.name = 
 "AWS WebServer 
 "+message.configurationItem.configuration.launchTime ;  

ServiceNow
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タスク 説明 必要なスキル
webserver.short_description 
 = "Monitoring is 
 "+message.configurationItem.configuration.monitoring.state
+" and Instance Type is 
 "+message.configurationItem.configuration.instanceType ;
webserver.asset_tag = 
 message.configurationItem.configuration.instanceId ;  
webserver.insert();

4. [Submit] (送信) を選択しま
す。

AWS Config

タスク 説明 必要なスキル

構成設定を更新してください。 1. AWS マネジメントコンソール
にサインインして AWS Config 
コンソールを選択します。

2. ナビゲーションペインで [設
定] を選択し、[編集] を選択し
ます。

3. 「レコーダー」セクション
で、「記録を有効にする」
チェックボックスが選択され
ていることを確認します。

4. [一般設定] セクションの [記録
するリソースタイプ] で、[こ
のリージョンでサポートされ
ているすべてのリソースを記
録する] を選択し、[グローバ
ルリソース (AWS IAM リソー
スなど) を含める] チェック
ボックスをオンにします。

5. Amazon SNS トピックの「配
信方法」セクションで、「設
定の変更と通知を Amazon 
SNS トピックにストリーム
配信する」チェックボックス
を選択し、アカウントからト
ピックを選択します。

6. SNS トピック名は、ステッ
プ 5 のトピックの Amazon リ
ソースネーム (ARN) リンクを
選択します。

7. [Save] (保存) を選択します。

AWS Config
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統合をテストする

タスク 説明 必要なスキル

テスト用 AWS CloudFormation 
スタックを作成します。

AWS Config 間の統合をテストし
たり、AWS Config で記録を開
始するテスト AWS ServiceNow 
CloudFormation スタックを作
成したりすることでテストで
きます。次に、このプロセスに
よってSNS通知が作成され、 
ServiceNow CMDBに構成項目が
作成されます。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、「AWS 
CloudFormation コンソールでの
スタックの作成」の指示に従っ
てテストスタックを作成しま
す。

AWS CloudFormation

サーバーの作成を確認します。 1. ServiceNow 開発者サイト 
(ServiceNow Web サイト) に
サインインします。

2. [サーバー] を選択し、新しい
サーバーが作成されたことを
確認します。

AWS CloudFormation

関連リソース
• AWS Config (AWS Config ドキュメント)
• ServiceNow(ServiceNow ドキュメンテーション)
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS ドキュメント)
• AWS CloudFormation (AWS CloudFormation ドキュメント)

追加情報
このパターンは、AWS Config を CMDB と統合するメカニズムを示しています。 ServiceNow CMDB で
は、AWS を使用して EC2 インスタンスが作成されるたびに、インスタンスの詳細が設定項目として 
CMDB CloudFormation サーバーテーブルに取り込まれます。

このメカニズムを使用して、次の操作を実行できます。

• ServiceNow ハンドラーを使用して CMDB レコードをインスタンスの詳細で更新します。
• ハンドラーをカスタマイズして、AWS Config と ServiceNow CMDB の統合をスケーリングしてくださ

い。
• 更新されたインスタンスの詳細とその他の情報を取得します。
• 通知を送信し、検出、ワークフローなどのアクションを実行します。たとえば、リソースタイプのリス

トに小さな変更（タグの追加など）を加えると、検出の必要がなくなり、既存のリソースを検出できま
す。変更の記録は AWS Config で開始され、そのリソースが CMDB に作成されます。
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Microsoft SQL Server から Amazon Aurora 
PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移
行をサポートするために Python アプリケーションと 
Perl アプリケーションを変更してください
ドワリカ・パトラ (AWS) とディーペシュ・ジャヤプラカシュ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:SQL サーバー ターゲット:Aurora PostgreSQL 
互換の

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:マイクロソフト、
オープンソース

テクノロジー:移行、データベー
ス

AWS サービス:Amazon Aurora

概要
このパターンでは、データベースを Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディ
ションに移行する際に必要になる可能性があるアプリケーションリポジトリの変更について説明します。
このパターンでは、これらのアプリケーションが Python ベースまたは Perl ベースであることを前提とし
ており、これらのスクリプト言語には個別の指示が記載されています。

SQL Server データベースを Aurora PostgreSQL 互換に移行するには、スキーマの変換、データベース
オブジェクトの変換、データの移行、およびデータの読み込みが必要です。PostgreSQL と SQL Server 
には (データ型、接続オブジェクト、構文、ロジックに関する) 違いがあるため、最も難しい移行作業
は、PostgreSQL で正しく動作するようにコードベースに必要な変更を加えることです。

Python ベースのアプリケーションでは、接続オブジェクトとクラスはシステム全体に分散しています。ま
た、Python コードベースは複数のライブラリを使用してデータベースに接続する場合があります。デー
タベース接続インターフェースが変更された場合、アプリケーションのインラインクエリを実行するオブ
ジェクトも変更する必要があります。

Perl ベースのアプリケーションの場合、変更には、接続オブジェクト、データベース接続ドライバー、静
的および動的なインライン SQL ステートメント、およびアプリケーションが複雑な動的 DML クエリと結
果セットを処理する方法が含まれます。

アプリケーションを移行する際には、FTP サーバーを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) アク
セスに置き換えるなど、AWS での拡張を検討することもできます。

アプリケーションの移行プロセスには、以下の課題が含まれます。

• 接続オブジェクト。接続オブジェクトが複数のライブラリや関数呼び出しを含むコード内に散在してい
る場合、PostgreSQL をサポートするようにそれらを変更する一般的な方法を見つける必要があるかも
しれません。

• レコードの取得または更新中のエラーまたは例外処理。変数、結果セット、またはデータフレームを
返す条件付きの作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) 操作をデータベースで実行すると、エラーや例
外が発生してアプリケーションエラーが発生し、連鎖的な影響が生じる可能性があります。これらは
適切に検証して慎重に処理し、ポイントを節約する必要があります。このような節約ポイントの 1 つ
は、BEGIN...EXCEPTION...ENDブロック内の大規模なインライン SQL クエリまたはデータベースオ
ブジェクトを呼び出すことです。

• トランザクションとその検証の制御。これらには、手動および自動のコミットとロールバックが含まれ
ます。Perl 用の PostgreSQL ドライバーでは、自動コミット属性を常に明示的に設定する必要がありま
す。
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• 動的 SQL クエリの処理。これには、クエリロジックを深く理解し、クエリが期待どおりに動作すること
を確認するための反復テストが必要です。

• パフォーマンス。コードを変更してもアプリケーションのパフォーマンスが低下しないようにする必要
があります。

このパターンは、変換プロセスを詳細に説明しています。

前提条件と制限
前提条件

• Python と Perl の構文に関する実用的な知識。
• SQL Server および PostgreSQL Server)
• 既存のアプリケーションアーキテクチャの理解
• アプリケーションコード、SQL Server データベース、PostgreSQL データベースにアクセスできます。
• アプリケーションの変更を開発、テスト、検証するための認証情報を使用して Windows または Linux 

(またはその他の Unix) 開発環境にアクセスします。
• Python ベースのアプリケーションの場合、データフレームを処理するための Pandas や、データベース

接続用の psycopg2 または SQLAlchemy など、アプリケーションが必要とする標準の Python ライブラ
リ。

• Perl ベースのアプリケーションには、依存ライブラリまたはモジュールを含む Perl パッケージが必要で
す。包括的な Perl アーカイブネットワーク (CPAN) モジュールは、ほとんどのアプリケーション要件を
サポートできます。

• 必要なすべての依存カスタマイズライブラリまたはモジュール。 
• SQL Server への読み込みアクセスと Aurora への読み込み/書き込みアクセスのためのデータベース認証

情報。
• PostgreSQL を使用して、サービスとユーザーによるアプリケーションの変更を検証およびデバッグし

ます。
• アプリケーションの移行中に、Visual Studio Code、Sublime Text、または pgAdmin などの開発ツール

にアクセスできます。

機能制限

• Python または Perl のバージョン、モジュール、ライブラリ、パッケージの中には、クラウド環境と互
換性のないものがあります。

• SQL Server に使用されているサードパーティのライブラリやフレームワークの中には、PostgreSQL の
移行をサポートするために置き換えることができないものもあります。 

• パフォーマンスの変化によっては、アプリケーション、インライン Transact-SQL (T-SQL) クエリ、
データベース関数、ストアドプロシージャの変更が必要になる場合があります。

• PostgreSQL は、テーブル名、列名、その他のデータベースオブジェクトの小文字名をサポートしてい
ます。 

• UUID 列などの一部のデータ型は、小文字のみで格納されます。Python と Perl のアプリケーションは、
このような大文字と小文字の違いを処理しなければなりません。 

• 文字エンコーディングの違いは、PostgreSQL データベースの対応するテキスト列の正しいデータ型で
処理する必要があります。                                

製品バージョン

• Python 3.6 以降 (お使いのオペレーティングシステムをサポートするバージョンを使用してください)
• Perl 5.8.3 以降 (お使いのオペレーティングシステムをサポートするバージョンを使用してください)
• Aurora PostgreSQL 互換エディション 4.2 またはそれ以降 (詳細をご覧ください)
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アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• スクリプト (アプリケーションプログラミング) 言語:Python 2.7 以降または Perl 5.8 以降以降以降または 
Perl 5.8 以降以降以降または Perl 5.8 以降 

• データベース:Microsoft SQL Server バージョン 13 バージョン 13 バージョン 13 バージョン 13 バー
ジョン 1

• オペレーティングシステム:Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 

ターゲットテクノロジースタック

• スクリプト (アプリケーションプログラミング) 言語:Python 3.6 以降または Perl 5.8 以降、Perl 5.8 以降
以降以降または Perl 5.8 以降以降以降以降以降以降以降 

• データベース:Aurora PostgreSQL 互換の、4.2
• オペレーティングシステム:RHEL 7 

マイグレーションアーキテクチャ

Tools
AWS のサービスとツール

• Aurora PostgreSQL 互換の、ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。ハイエンドの商
用データベースのスピードと信頼性を、オープンソースデータベースのコスト効率でご利用いただけま
す。Aurora stgreSQL は、PostgreSQL のデプロイを簡単に、コスト効率よく設定、操作、スケーリング
することができます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) ははオープンソースのサービスとやり取りするためのオープ
ンソースツールです。

その他のツール

• psycopg2 や SQLAlchemy などの Python および PostgresSQL データベース接続ライブラリ
• Perl とその DBI モジュール
• PostgreSQL インタラクティブターミナル (psql)

叙事詩
アプリケーションリポジトリを PostgreSQL に移行 — 大まかな手順

タスク 説明 必要なスキル

以下のコード変換手順に従っ
て、アプリケーションを 
PostgreSQL に移行してくださ
い。

1. PostgreSQL 用のデータベー
ス固有の ODBC ドライバー
とライブラリを設定します。
たとえば、Perl と pyodbc に
は CPAN モジュールのいずれ
か、psycopg2、Python には
SQLAlchemy のいずれかを使
用できます。
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タスク 説明 必要なスキル
2. これらのライブラリを使用し

て Aurora PostgreSQL 互換に
接続することで、データベー
スオブジェクトを変換しま
す。

3. 既存のアプリケーションモ
ジュールにコード変更を適用
して、互換性のある T-SQL ス
テートメントを取得します。

4. データベース固有の関数呼び
出しとアプリケーションコー
ド内のストアドプロシージャ
を書き換えます。

5. インライン SQL クエリに使用
されるアプリケーションの変
数とそのデータ型の変更を処
理します。

6. 互換性のないデータベース固
有の関数を処理します。

7. end-to-end データベース移
行用に変換されたアプリケー
ションコードのテストを完了
します。

8. Microsoft SQL Server の結果
を PostgreSQL に移行したア
プリケーションと比較しま
す。

9. Microsoft SQL Server と 
PostgreSQL の間でアプリケー
ションパフォーマンスのベン
チマークを行います。

10.アプリケーションが呼び出す
ストアドプロシージャまたは
インライン T-SQL ステートメ
ントを修正してパフォーマン
スを向上させます。

以下のエピックでは、Python お
よび Perl アプリケーションのこ
れらの変換タスクの一部につい
て詳しく説明しています。
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Python および Perl アプリケーションの変更

タスク 説明 必要なスキル

移行の各ステップにチェックリ
ストを使用してください。

最終ステップを含め、アプリ
ケーション移行の各ステップの
チェックリストに以下を追加し
てください。

• PostgreSQL のドキュメント
を確認して、すべての変更が 
PostgreSQL 標準と互換性があ
ることを確認してください。

• 列の整数と浮動小数点数を確
認してください。

• 挿入、更新、抽出された行の
数と、列名と日付/タイムスタ
ンプを確認します。diff ユー
ティリティを使用するか、こ
れらのチェックを自動化する
スクリプトを作成できます。

• 大規模なインライン SQL ス
テートメントのパフォーマン
スチェックを完了し、アプリ
ケーション全体のパフォーマ
ンスをチェックします。

• 複数の try/catch ブロックを使
用して、データベース操作の
エラー処理が正しく行われ、
プログラムが正常に終了する
かどうかを確認します。

• 適切なロギング処理が行われ
ていることを確認してくださ
い。

アプリケーションデベロッパー

アプリケーションの分析と更新 — Python コードベース

タスク 説明 必要なスキル

既存の Python コードベースを分
析します。

アプリケーションの移行プロセ
スを円滑に進めるために、分析
には以下を含める必要がありま
す。

• コード内のすべての接続オブ
ジェクトを特定します。

• 互換性のないインライン SQL 
クエリ (T-SQL ステートメント
やストアドプロシージャなど) 
をすべて特定し、必要な変更
を分析します。

• コードのドキュメントを確認
し、制御フローを追跡して
コードの機能を理解してく
ださい。これは、後でアプ
リケーションのパフォーマン

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
スをテストしたり、負荷を比
較したりするときに役立ちま
す。

• アプリケーションの目的を理
解して、データベース変換後
に効果的にテストできるよう
にします。データベース移行
による変換の対象となるほと
んどの Python アプリケーショ
ンは、他のソースからデータ
ベーステーブルにデータを
ロードするフィード、または
テーブルからデータを取得し
て、レポートの作成や API 呼
び出しを行って検証を実行す
るのに適したさまざまな出力
形式 (CSV、JSON、フラット
ファイルなど) に変換するエク
ストラクターです。 

1979



AWS 規範的ガイダンス パターン
データベースの移行をサポートするための 
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タスク 説明 必要なスキル

データベース接続を PostgreSQL 
をサポートするように変換して
ください。

ほとんどの Python アプリケー
ションは、以下のように pyodbc
ライブラリを使用して SQL 
Server データベースに接続しま
す。

import pyodbc
....
try: 
    conn_string = 
 "Driver=ODBC Driver 17 for 
 SQL 
    
 Server;UID={};PWD={};Server={};Database={}".format 
 (conn_user, conn_password, 
    conn_server, 
 conn_database) 
    conn = 
 pyodbc.connect(conn_string) 
    cur = conn.cursor() 
    result = 
 cur.execute(query_string) 
    for row in result: 
    print (row)
except Exception as e: 
    print(str(e))

以下のように、データベース接
続を PostgreSQL をサポートす
るように変換します。

import pyodbc
import psycopg2
....
try: 
    conn_string = 
 ‘postgresql+psycopg2://’+ 
    conn_user
+’:’+conn_password
+’@’+conn_server
+’/’+conn_database 
    conn = 
 pyodbc.connect(conn_string, 
 connect_args={‘options’:’-
csearch_path=dbo’}) 
    cur = conn.cursor() 
    result = 
 cur.execute(query_string) 
    for row in result: 
    print (row)
except Exception as e: 
    print(str(e))
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タスク 説明 必要なスキル

インライン SQL クエリを 
PostgreSQL に変更します。

インライン SQL クエリを 
PostgreSQL と互換性のある形式
に変換します。たとえば、次の 
SQL Server クエリは、テーブル
から文字列を取得します。

dtype = “type1”
stm = ‘“SELECT TOP 1 
 searchcode FROM TypesTable 
 (NOLOCK)
WHERE code=”’ + “’” + 
 str(dtype) + “’”
# For Microsoft SQL Server 
 Database Connection
engine = 
 create_engine(‘mssql
+pyodbc:///?
odbc_connect=%s’ % 
 urllib.parse.quote_plus(conn_string), 
 connect_args={‘connect_timeout’:login_timeout})
conn = engine_connect()
rs = conn.execute(stm)
for row in rs: 
    print(row)

変換後、PostgreSQL 互換のイ
ンライン SQL 互換のインライン 
SQL 互換のインライン SQL 互換
のインライン SQL 互換のインラ
イン SQL 互換のインライン

dtype = “type1”
stm = ‘“SELECT searchcode 
 FROM TypesTable
WHERE code=”’ + “’” + 
 str(dtype) + “’ LIMIT 1”
# For PostgreSQL Database 
 Connection
engine = 
 create_engine(‘postgres
+psycopg2://%s’ 
 %conn_string, 
 connect_args={‘connect_timeout’:login_timeout})
conn = engine.connect()
rs = conn.execute(stm)
for row in rs: 
    print(row)
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タスク 説明 必要なスキル

動的 SQL クエリを処理します。 動的 SQL は、1 つのスクリ
プトに記述することも、複数
の Python スクリプトに含める
こともできます。以前の例で
は、Python の文字列置換関数を
使用して、動的 SQL クエリを構
築するための変数を挿入する方
法を示しました。別の方法とし
て、該当する場合はクエリ文字
列に変数を追加する方法があり
ます。 

次の例では、クエリ文字列は関
数によって返された値に基づい
てその場で作成されます。

query = ‘“SELECT id from 
 equity e join issues i on 
 e.permId=i.permId where 
 e.id’”
query += get_id_filter(ids) 
 + “ e.id is NOT NULL

このようなタイプの動的クエリ
は、アプリケーションの移行中
に非常に一般的です。以下のス
テップに従って、動的クエリを
処理します。

• 全体的な構文 (たとえ
ば、SELECTJOIN句を含むス
テートメントの構文) を確認し
てください。

• クエリで使用されているすべ
ての変数または列名 (iやなど) 
を確認しますid。

• クエリで使用されている関
数、引数、戻り値 (たとえ
ばget_id_filter、その引
数ids) を確認してください。
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タスク 説明 必要なスキル

結果セット、変数、データフ
レームを処理します。

Microsoft SQL Server で
は、fetchone()fetchall()ま
たはなどの Python メソッ
ドを使用してデータベース
から結果セットを取得しま
す。fetchmany(size)結果
セットから返すレコード数を
使用して指定することもできま
す。そのためには、以下の例に
示すように、pyodbc 接続オブ
ジェクトを使用します。

pyodbc (マイクロソフト SQL 
サーバー)

import pyodbc  
server = 
 'tcp:myserver.database.windows.net'  
database = 'exampledb'  
username = 
 'exampleusername'  
password = 
 'examplepassword'  
conn = 
 pyodbc.connect('DRIVER={ODBC 
 Driver 17 for SQL 
 Server};SERVER='+server
+';DATABASE='+database
+';UID='+username+';PWD='+ 
 password)
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("SELECT * 
 FROM ITEMS")  
row = cursor.fetchone()  
while row:  
    print(row[0]) 
    row = cursor.fetchone()

Aurora では、PostgreSQL へ
の接続や結果セットの取得
などの同様のタスクを実行
するには、psycopg2 または
SQLAlchemy のいずれかを使用
できます。これらの Python ラ
イブラリは、次の例に示すよう
に、PostgreSQL データベースレ
コードをトラバースするための
接続モジュールとカーソルオブ
ジェクトを提供します。

psycopg2 (Aurora PostgreSQL 互
換)

import psycopg2
query = "SELECT * FROM 
 ITEMS;"
//Initialize variables
host=dbname=user=password=port=sslmode=connect_timeout=""

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
connstring = "host='{host}' 
 dbname='{dbname}' 
 user='{user}' \
password='{password}'port='{port}'".format(host=host,dbname=dbname,
\
user=user,password=password,port=port)  
conn = 
 psycopg2.connect(connstring)
cursor = conn.cursor()
cursor.execute(query)
column_names = 
 [column[0] for column in 
 cursor.description]
print("Column Names: ", 
 column_names)
print("Column values: "
for row in cursor: 
    print("itemid :", 
 row[0]) 
    
 print("itemdescrption :", 
 row[1]) 
    print("itemprice :", 
 row[3]))

SQL Server バージョン (Aurora 
PostgreSQL 互換の、Aurora 
PostgreSQL 互換の)

from sqlalchemy import 
 create_engine
from pandas import DataFrame
conn_string = 'postgresql://
core:database@localhost:5432/
exampledatabase'
engine = 
 create_engine(conn_string)
conn = engine.connect()
dataid = 1001
result = 
 conn.execute("SELECT * FROM 
 ITEMS")
df = 
 DataFrame(result.fetchall())
df.columns = result.keys()
df = pd.DataFrame()
engine.connect()
df = 
 pd.read_sql_query(sql_query, 
 engine, coerce_float=False)
print(“df=”, df)
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タスク 説明 必要なスキル

移行中および移行後にアプリ
ケーションをテストします。

移行した Python アプリケーショ
ンのテストは進行中のプロセス
です。移行には接続オブジェ
クトの変更 (psycopg2 または
SQLAlchemy)、エラー処理、新
機能 (データフレーム)、インラ
イン SQL の変更、(bcpの代わり
にCOPY) 一括コピー機能、およ
び同様の変更が含まれるため、
アプリケーションの移行中およ
び移行後に慎重にテストする必
要があります。次の点を確認し
てください。

• エラー条件と処理 
• 移行後のレコードの不一致
• レコードの更新または削除
• アプリケーションの実行に必

要な時間 

アプリケーションデベロッパー

アプリケーションの分析と更新 — Perl コードベース

タスク 説明 必要なスキル

既存の Perl コードベースを分析
します。

アプリケーションの移行プロセ
スを円滑に進めるために、分析
には次の情報を含める必要があ
ります。次の情報が必要です。

• 任意の INI または構成ベースの
コード

• データベース固有の標準Open 
Database Connectivity (Open 
Database Connectivity (Open 
Database Connectivity (Open 
Database Connectivity)

• インラインクエリと T-SQL ク
エリに必要なコード変更

• さまざまな Perl モジュール間
の相互作用 (たとえば、複数の
機能コンポーネントによって
呼び出されたり使用されたり
する単一の Perl ODBC 接続オ
ブジェクト)

• データセットと結果セットの
処理

• 外部依存の Perl ライブラリ
• アプリケーションで使用され

るすべての API

アプリケーションデベロッパー
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• Perl のバージョン互換性

とドライバーの Aurora 
PostgreSQL との互換性

Perl アプリケーションと 
DBI モジュールからの接続を 
PostgreSQL をサポートするよう
に変換します。

Perl ベースのアプリケーション
は通常、Perl プログラミング言
語の標準データベースアクセス
モジュールである Perl DBI モ
ジュールを使用します。同じ 
DBI モジュールを SQL Server と 
PostgreSQL 用の異なるドライ
バーで使用できます。

必要な Perl モジュール、イン
ストール、およびその他の手順
の詳細については、DBD:: Pg 
のドキュメントを参照してくだ
さい。以下の例では、Aurora 
の PostgreSQLexampletest-
aurorapg-
database.cluster-
sampleclusture.us-
east-.rds.amazonaws.com
と互換性のあるサイトに接続し
ています。

#!/usr/bin/perl
use DBI;
use strict;
my $driver = "Pg";
my $hostname = “exampletest-
aurorapg-database-
sampleclusture.us-
east.rds.amazonaws.com”
my $dsn = "DBI:$driver: 
 dbname = $hostname;host = 
 127.0.0.1;port = 5432";
my $username = "postgres";
my $password = "pass123";
$dbh = DBI-
>connect("dbi:Pg:dbname=
$hostname;host=$host;port=
$port;options=$options", 
      $username, 
      $password, 
      {AutoCommit => 0, 
 RaiseError => 1, PrintError 
 => 0} 
      );

アプリケーションデベロッパー
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インライン SQL クエリを 
PostgreSQL に変更します。

アプリケーションによって
は、SELECT、、などを含
むインライン SQL クエリ
にDELETEUPDATE、PostgreSQL 
がサポートしていないクエリ句
が含まれる場合があります。た
とえば、TOPやなどのクエリキー
ワードは PostgreSQLNOLOCK で
はサポートされていません。以
下の例ではTOP、NOLOCK、およ
びブール変数の処理方法を示し
ます。

SQL Server:

$sqlStr = $sqlStr
. "WHERE a.student_id in 
 (SELECT TOP $numofRecords 
 c_student_id   \
FROM active_student_record b 
 WITH (NOLOCK) \
INNER JOIN 
 student_contributor 
 c WITH (NOLOCK) on 
 c.contributor_id = b.c_st)

PostgreSQL の場合は、次のよう
に変換してください。

$sqlStr = $sqlStr
. "WHERE a.student_id in 
 (SELECT TOP $numofRecords 
 c_student_id  \
FROM active_student_record 
 b INNER JOIN 
 student_contributor c  \
on c.contributor_id = 
 b.c_student_contr_id WHERE 
 b_current_1 is true \
LIMIT $numofRecords)"

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

動的な SQL クエリと Perl 変数を
処理します。

動的 SQL クエリは、アプリケー
ションの実行時に作成される 
SQL ステートメントです。これ
らのクエリは、アプリケーショ
ンの実行中に特定の条件に応じ
て動的に作成されるため、クエ
リの全文は実行時までわかりま
せん。例としては、上位10株
を毎日分析する金融分析アプリ
ケーションがあり、これらの株
式は毎日変化します。SQL テー
ブルはトップパフォーマーに基
づいて作成され、値は実行時ま
でわかりません。

この例のインライン SQL クエリ
がラッパー関数に渡されて結果
セットが変数に取得され、変数
が条件を使用してテーブルが存
在するかどうかを判断するとし
ます。

• テーブルが存在する場合は作
成せず、何らかの処理を行っ
てください。

• テーブルが存在しない場合、
テーブルを作成し、処理を行
います。

以下は変数処理の例で、その後
にこのユースケース用の SQL 
Server クエリと PostgreSQL ク
エリが続きます。

my $tableexists = 
 db_read( arg 1, $sql_qry, 
 undef, 'writer');
my $table_already_exists 
 = $tableexists->[0]
{table_exists};
if ($table_already_exists){
# do some thing
}
else {
# do something else
}

SQL Server:

my $sql_qry = “SELECT 
 OBJECT_ID('$backendTable', 
 'U') table_exists", undef, 
 'writer')";

PostgreSQL:

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

my $sql_qry = “SELECT 
 TO_REGCLASS('$backendTable', 
 'U') table_exists", undef, 
 'writer')";

次の例では、インライン SQL 
の Perl 変数を使用しています。
この変数は、SELECTJOINを含
むステートメントを実行して、
テーブルの主キーとキー列の位
置を取得します。

SQL Server:

my $sql_qry = "SELECT 
 column_name', 
 character_maxi mum_length \
FROM 
 INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
 \
WHERE 
 TABLE_SCHEMA='$example_schemaInfo' 
 \
AND 
 TABLE_NAME='$example_table' 
 \
AND DATA_TYPE IN 
 ('varchar','nvarchar');";

PostgreSQL:

my $sql_qry = "SELECT 
 c1.column_name, 
 c1.ordinal_position \
FROM 
 information_schema.key_column_usage 
 AS c LEFT \
JOIN 
 information_schema.table_constraints 
 AS t1 \
ON t1.constraint_name = 
 c1.constraint_name \
WHERE t1.table_name = 
 $example_schemaInfo'.'$example_table’ 
 \
AND t1.constraint_type = 
 'PRIMARY KEY' ;";

PostgreSQL をサポートするために、Perl ベースまたは Python ベースのアプリケーションにさら
に変更を加えてください

タスク 説明 必要なスキル

その他の SQL サーバーコンスト
ラクトを PostgreSQL に変換し
ます。

以下の変更は、プログラミング
言語に関係なく、すべてのアプ
リケーションに適用されます。

アプリケーションデベロッパー

1989
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タスク 説明 必要なスキル
• アプリケーションが使用する

データベースオブジェクト
を、新しい適切なスキーマ名
で修飾します。

• PostgreSQL の照合機能を使用
して、大文字と小文字を区別
して照合するための LIKE 演算
子を処理します。

• 、、、、CAST演算子な
どDATEDIFFDATEADDGETDATECONVERT、
サポートされていないデー
タベース固有の関数を処理し
ます。同等の PostgreSQL 互
換関数については、「追加情
報 (p. 1991)」セクションの
「ネイティブ SQL 関数または
ビルトイン SQL 関数」を参照
してください。 

• 比較ステートメントでブール
値を処理します。

• 関数からの戻り値を処理しま
す。これらには、レコード
セット、データフレーム、
変数、ブール値などがあり
ます。これらをアプリケー
ションの要件に合わせて処理
し、PostgreSQL をサポートし
てください。

• 新しいユーザー定義の 
PostgreSQL 関数で匿名ブロッ
ク (などBEGIN TRAN) を処理
します。

• 行の一括挿入を変換します。
アプリケーション内から呼び
出される SQL Server の一括コ
ピー (bcp) ユーティリティと
同等の PostgreSQL ユーティ
リティはですCOPY。

• 列連結演算子を変換し
ます。SQL+ サーバは文
字列の連結に使用します
が、PostgreSQL ではこれを使
用します||。

パフォーマンスが向上する

タスク 説明 必要なスキル

AWS のサービスを活用してパ
フォーマンスを向上させましょ
う。

AWS クラウドに移行すると、ア
プリケーションとデータベース
の設計を改善して AWS のサー
ビスを活用できます。たとえ

アプリ開発者、クラウドアーキ
テクト
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タスク 説明 必要なスキル
ば、Aurora PostgreSQL と互換
性のあるデータベースサーバー
に接続されている Python アプリ
ケーションからのクエリが元の 
Microsoft SQL Server クエリより
も時間がかかる場合は、Aurora 
サーバーから Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットに履歴データのフィード
を直接作成し、Amazon Athena 
ベースの SQL クエリを使用して
ユーザーダッシュボード用のレ
ポートや分析データクエリを生
成することを検討できます。

関連リソース
• Perl
• Perl DBI モジュール
• Python
• psycopg
• SQL アルケミー
• 一括コピー-PostgreSQL
• 一括コピー-マイクロソフト SQL サーバー
• PostgreSQL
• Amazon Aurora PostgreSQL の操作

追加情報
マイクロソフト SQL サーバーと Aurora PostgreSQL 互換はどちらも ANSI SQL に準拠しています。ただ
し、Python または Perl アプリケーションを SQL Server から PostgreSQL に移行する際には、構文、列
データ型、ネイティブデータベース固有の関数、一括挿入、大文字と小文字の区別に互換性がないことに
注意する必要があります。

以下のセクションでは、発生する可能性のある不一致の詳細を示します。

データ型比較

SQL Server から PostgreSQL へのデータ型変更は、アプリケーションが処理する結果データに大きな違
いをもたらす可能性があります。データ型の比較については、Sqlines Webサイトの表を参照してくださ
い。

ネイティブまたは組み込みの SQL 関数

一部の関数の動作は、SQL Server データベースと PostgreSQL データベースで異なります。次の表に比較
を示します。

Microsoft SQL Server 説明 PostgreSQL

CAST  値を 1 つのデータ型から別の
データ型へ変換します。

PostgreSQL Server バージョ
ンtype :: operator
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GETDATE() 現在のデータベースシステムの
日付と時刻を、YYYY-MM-DD 
hh:mm:ss.mmmフォーマットで
返します。

CLOCK_TIMESTAMP

DATEADD 日付に時刻/日付の間隔を追加し
ます。

INTERVAL表現

CONVERT 値を特定のデータ形式に変換しま
す。

TO_CHAR

DATEDIFF 2 つの日付の間の差を返します。 DATE_PART

TOP SELECT結果セットの行数を制限
します。

LIMIT/FETCH

匿名ブロック

構造化された SQL クエリは、宣言、実行ファイル、例外処理などのセクションにまとめられています。次
の表では、単純な匿名ブロックの Microsoft SQL Server バージョンと PostgreSQL バージョンを比較して
います。複雑な匿名ブロックの場合は、アプリケーション内でカスタムデータベース関数を呼び出すこと
をお勧めします。

Microsoft SQL Server PostgreSQL

my $sql_qry1=
my $sql_qry2 =
my $sqlqry = "BEGIN TRAN
$sql_qry1 $sql_qry2
if @\@error !=0 ROLLBACK
TRAN
else COMIT TRAN";

my $sql_qry1=
my $sql_qry2 =
my $sql_qry = " DO \$\$
BEGIN
$header_sql $content_sql
END
\$\$";

 

その他の相違点

• 行の一括挿入:PostgreSQL の Microsoft SQL Server BCP ユーティリティに相当するのは COPY です。
• 大文字と小文字の区別:PostgreSQL では列名の大文字と小文字が区別されるため、SQL Server の列名を

小文字または大文字に変換する必要があります。これは、データを抽出または比較したり、結果セット
や変数に列名を入力したりするときの要因になります。次の例では、値が大文字または小文字で格納さ
れる可能性のある列を識別します。

my $sql_qry = "SELECT $record_id FROM $exampleTable WHERE LOWER($record_name) = \'failed 
 transaction\'"; 

• 連結:SQL Server+ は文字列連結の演算子として使用しますが、PostgreSQL ではを使用します||。
• 検証:PostgreSQL のアプリケーションコードで使用する前に、インライン SQL クエリと関数をテストし

て検証する必要があります。
• ORM ライブラリのインクルージョン:既存のデータベース接続ライブラリを SQLAlchemy や PynoMoDB

などの Python ORM ライブラリに組み込んだり、置き換えたりすることもできます。これにより、オブ
ジェクト指向のパラダイムを使用してデータベースからデータを簡単にクエリおよび操作できます。
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大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで 
Amazon S3 に転送する

ブルーノ・サヒノグル (AWS)、イヴァン・シュスター (AWS)、アビジット・クシルサガー (AWS) が作成

code repository

• DB2 z/OS を S3 にアンロード
します

環境:プロダクション ソース:Db2

ターゲット:Amazon S3 R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:IBM

テクノロジー:移行、データレイ
ク、データベース、ソフトウェ
ア開発とテスト、近代化

AWS サービス:Amazon 
Aurora、AWS Glue、Amazon 
S3、AWS Transfer 
Family、Amazon Athena

概要
メインフレームは、現在および過去のビジネストランザクションの記録を含むマスターデータエンティ
ティを含む膨大な量のデータを含む多くの企業で依然として記録システムです。多くの場合、サイロ化さ
れており、同じ企業内の分散システムからは簡単にアクセスできません。クラウドテクノロジーの出現と
ビッグデータの民主化により、企業はメインフレームデータに隠された洞察を利用して新しいビジネス能
力を開発することに関心を持っています。

そのために、企業はメインフレームのDb2データをAmazon Web Services（AWS）クラウド環境に公開し
ようとしています。ビジネス上の理由はいくつかあり、転送方法はケースバイケースで異なります。アプ
リケーションをメインフレームに直接接続したい場合もあれば、データをほぼリアルタイムで複製したい
場合もあります。ユースケースがデータウェアハウスやデータレイクにフィードすることであれば、 up-
to-date コピーを用意しておくことはもはや問題ではなく、特にサードパーティ製品のライセンスコスト
を避けたい場合は、このパターンで説明されている手順で十分かもしれません。別の使用例は、移行プロ
ジェクトのメインフレームデータ転送かもしれません。移行シナリオでは、機能等価性テストを実行する
ためのデータが必要です。この記事で説明するアプローチは、Db2 データを AWS クラウド環境に転送す
る費用対効果の高い方法です。

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は最も統合された AWS サービスの1つであるため、そこか
らデータにアクセスし、Amazon Athena、AWS Lambda 関数、Amazon などの他のサービスを使用して直
接データを収集できます QuickSight 。AWS Glue または AWS Database Migration Service (AWS DMS) を
使用して、Amazon Aurora または Amazon DynamoDB にデータをロードすることもできます。この目的
を念頭に置いて、ここでは ASCII 形式の CSV ファイルの Db2 データをメインフレームにアンロードし、
ファイルを Amazon S3 に転送する方法について説明します。

この目的のために、必要な数の Db2 テーブルをアンロードして転送するジョブ制御言語 (JCL) を生成する
のに役立つメインフレームスクリプトが開発されました。

前提条件と制限
前提条件

• 再構造化拡張エグゼキューター (REXX) と JCL スクリプトを実行する権限を持つ IBM z/OS オペレー
ティング・システム・ユーザー。

• z/OS Unix システムサービス (USS) にアクセスして SSH (セキュア・シェル) の秘密鍵と公開鍵を生成し
ます。
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• 書き込み可能な S3 バケット 詳細については、Amazon S3 ドキュメントの最初の S3 バケットを作成す
るを参照してください。

• AWS Transfer Family SSH ファイル転送プロトコル (SFTP) 対応のサーバーで、サービスをアイデン
ティティプロバイダーとして、Amazon S3 を AWS ストレージサービスとして使用します。詳細につい
ては、AWS Transfer Family ドキュメントの「SFTP 対応サーバーの作成」を参照してください。

機能制限

• この方法は、ほぼリアルタイムまたはリアルタイムのデータ同期には適していません。
• データは Db2 z/OS から Amazon S3 にのみ移動でき、その逆はできません。

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• z/OS で Db2 を実行するメインフレーム

ターゲットテクノロジースタック

• AWS Transfer Family
• Amazon S3
• Amazon Athena
• アマゾン QuickSight
• AWS Glue
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• Amazon Aurora
• Amazon Redshift

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、Db2 z/OS データを ASCII CSV 形式で生成、抽出、および S3 バケットに転送するプロセスを
示しています。

1. Db2 カタログからデータ移行用のテーブルのリストが選択されます。
2. このリストを使用して、外部形式の数値列とデータ列を含むアンロードジョブの生成を促進します。
3. その後、データは AWS 転送ファミリーを使用して Amazon S3 に転送されます。
4. AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブでは、データを変換して、指定された形式で処理済みバ

ケットにロードできます。または、AWS Glue はデータをデータベースに直接フィードできます。
5. Amazon Athena と Amazon を使用してデータをクエリしてレンダリングし、 QuickSight 分析を促進で

きます。

次の図は、プロセス全体の論理的なフローを示しています。

1. 最初の JCL は TABNAME と呼ばれ、Db2 ユーティリティ DSNTIAUL を使用して、Db2 からアンロー
ドする予定のテーブルのリストを抽出して生成します。テーブルを選択するには、SQL 入力を手動で調
整して、1 つ以上の Db2 スキーマを含むフィルター条件を選択して追加する必要があります。
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2. 2 つ目の JCL は REXXEXEC と呼ばれ、JCL スケルトンと提供されている REXX プログラムを使用し
て JCL TABNAME によって作成されたテーブルリストを処理し、テーブル名ごとに 1 つの JCL を生成
します。各 JCL には、テーブルをアンロードするステップと、SFTP プロトコルを使用してファイルを 
S3 バケットに送信するステップがもう 1 つ含まれています。

3. 最後のステップは、JCL を実行してテーブルをアンロードし、ファイルを AWS に転送することです。
プロセス全体は、オンプレミスまたは AWS のスケジューラーを使用して自動化できます。

Tools
AWS サービス

• Amazon Athena は、標準 SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを
直接、直接分析できるようにするインタラクティブなクエリサービスです。

• Amazon Aurora はクラウド向けに構築されたフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジン
で、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。

• AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データスト
アとデータストリーム間でのデータの分類、クリーニング、エンリッチ化、移動を確実に行うことがで
きます。

• Amazon QuickSight は、クラウド規模のビジネスインテリジェンス (BI) サービスで、1 つのダッシュ
ボードでデータを視覚化、分析、レポートできます。

• Amazon Redshift は、AWS クラウド内でのマネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービ
スです。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショナルデータベース
をセットアップ、運用、スケーリングするのに役立ちます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、クラウドベースのオブジェクトストレージサービス
で、任意の量のデータを保存、保護、取得できます。

• AWS Transfer Family は、AWS ストレージサービスとの間でファイルを送受信できる安全な転送サービ
スです。

メインフレームツール

• SSH ファイル転送プロトコル (SFTP) は、サーバーへのリモートログインとサーバー間のファイル転送
を可能にする安全なファイル転送プロトコルです。SSH はすべてのトラフィックを暗号化することでセ
キュリティを確保します。

• DSNTIAULは、データをアンロードするためにIBMが提供するサンプルプログラムです。
• DSNUTILBは、DSNTIAULからさまざまなオプションを使用してデータをアンロードするためにIBMが

提供するユーティリティバッチプログラムです。
• z/OS OpenSSHは、IBMオペレーティング・システムz/OSのUnixシステム・サービス上で動作するオー

プン・ソース・ソフトウェアSSHの移植版です。SSHは、TCP/IPネットワーク上で稼働している2台の
コンピューター間の安全で暗号化された接続プログラムです。ssh-keygen を含む複数のユーティリティ
を提供します。

• REXX (再構築拡張エグゼキューター) スクリプトを使用して、Db2 アンロードと SFTP ステップによる 
JCL 生成を自動化します。

Code

このパターンのコードは GitHub unloaddb2 リポジトリにあります。

ベストプラクティス
最初のアンロードでは、生成された JCL がテーブルデータ全体をアンロードする必要があります。
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最初に完全にアンロードした後は、インクリメンタル・アンロードを実行してパフォーマンスを向上さ
せ、コストを節約します。アンロード・プロセスの変更に対応できるように、テンプレート JCL デッキの 
SQL クエリーを更新してください。

スキーマは手動で変換することも、Db2 SYSPUNCH を入力として Lambda のスクリプトを使用して変換
することもできます。工業プロセスでは、AWS Schema Conversion Tool (SCT) が推奨されます。

最後に、メインフレームベースのスケジューラー、または AWS のスケジューラーとメインフレーム上の
エージェントを使用して、プロセス全体の管理と自動化を支援します。

叙事詩
S3 バケットのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 手順については、最初の S3 バ
ケットを作成するを参照してく
ださい。

一般的な AWS

Transfer Family サーバーをセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

SFTP 対応サーバーを作成しま
す。

AWS Transfer Family コンソー
ルで SFTP サーバーを開いて作
成するには、次の操作を行いま
す。

1. [プロトコルの選択] ページ
で、[SFTP (SSH ファイル転
送プロトコル) — セキュア
シェル経由のファイル転送] 
チェックボックスをオンにし
ます。

2. ID プロバイダーには、[サービ
スマネージド] を選択します。

3. エンドポイントには、[公開さ
れている] を選択します。

4. ドメインには、Amazon S3 を
選択します。

5. 追加の詳細のセットアッ
プで、デフォルトの設定を維
持します。

6. サーバーを作成します。

一般的な AWS

Transfer Family 用の IAM ロール
を作成します。

Transfer Family 用の AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) ロールを作成し、Amazon 
S3 にアクセスするには、IAM 
ロールとポリシーを作成するの
指示に従います。

AWS 管理者

Amazon S3 サービスマネージド
ユーザーを追加します。

Amazon S3 サービスマネージド
ユーザーを追加するには、AWS 

一般的な AWS
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https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Source.DB2zOS.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html
https://console.aws.amazon.com/transfer/
https://console.aws.amazon.com/transfer/
https://console.aws.amazon.com/transfer/
https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/requirements-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/requirements-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/service-managed-users.html#add-s3-user
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Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル
ドキュメントの指示に従い、メ
インフレームユーザー ID を使用
してください。

通信プロトコルを保護する

タスク 説明 必要なスキル

SSH キーを作成します。 メインフレーム USS 環境で、次
のコマンドを実行します。

ssh-keygen -t rsa

注:パスフレーズの入力を求めら
れたら、空欄のままにしてくだ
さい。

メインフレーム開発者

SSH フォルダとキーファイルに
適切な認証レベルを割り当てま
す。

デフォルトでは、公開鍵と
秘密鍵はユーザーディレクト
リに保存されます/u/home/
username/.ssh。

キーファイルには644を、フォル
ダーには700の認証を与える必要
があります。

chmod 644 .ssh/id_rsa
chmod 700 .ssh

メインフレーム開発者

Amazon S3 サービスマネージド
ユーザーにパブリックキーの内
容をコピーします。

米国で生成されたパブリック
キーコンテンツをコピーするに
は、AWS Transfer Family コン
ソールを開きます。

1. ナビゲーションペインで 
[Servers] (サーバー) を選択し
ます。

2. 「サーバー ID」列の識別子を
選択すると、サーバーの詳細
が表示されます。

3. 「ユーザー」でユーザー名を
選択すると、ユーザーの詳細
が表示されます。

4. [SSH 公開鍵] で [SSH 公開鍵
を追加] を選択し、公開鍵を
ユーザーに追加します。SSH 
パブリックキーには、パブ
リックキーを入力します。
新しいユーザーを追加する前
に、サービスによってキーが
検証されます。

メインフレーム開発者
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https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/service-managed-users.html#add-s3-user
https://console.aws.amazon.com/transfer/
https://console.aws.amazon.com/transfer/


AWS 規範的ガイダンス パターン
Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル
5. [Add key] (キーの追加) を選択

します。

JCL を生成する

タスク 説明 必要なスキル

対象範囲内の Db2 テーブルリス
トを生成します。

入力 SQL を指定して、データ
移行の対象となるテーブルのリ
ストを作成します。このステッ
プでは、SQL WHERE 句を使
用して Db2 カタログテーブル 
SYSIBM.SYSTABLES をクエ
リする選択基準を指定する必要
があります。フィルターは、特
定のプレフィックスで始まる特
定のスキーマ名またはテーブル
名を含むように、またはインク
リメンタルアンロードのタイム
スタンプに基づいてカスタマイ
ズできます。出力は、メインフ
レーム上の物理シーケンシャル 
(PS) データセットに取り込まれ
ます。このデータセットは、JCL 
生成の次のフェーズの入力とし
て機能します。

JCL TABNAME (必要に応じて名
前を変更できます) を使用する前
に、次の変更を行います。

1. 代わりに<Jobcard>、ジョブク
ラスと Db2 ユーティリティを
実行する権限を持つユーザー
を使用してください。

2. <HLQ1>サイトの標準に合わ
せて、出力データセット名を
置き換えるかカスタマイズし
ます。

3. サイトの標準に従って PDS の 
STEPLIB スタック (分割され
たデータセットの拡張) を更新
します。このパターンの例で
は、IBM のデフォルトを使用
しています。

4. PLAN 名と LIB は、インス
トール環境固有の値に置き換
えてください。

5. <Schema><Prefix>Db2 カタロ
グの代わりに、およびをお客
様の選択基準に置き換えてく
ださい。

メインフレーム開発者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル
6. 結果の JCL を PDS (分割デー

タセット) ライブラリに保存し
ます。

7. JCL を送信します。

Db2 テーブルリスト抽出ジョブ

<Jobcard>
//*  
//* UNLOAD ALL THE TABLE 
 NAMES FOR A PARTICULAR 
 SCHEMA
//*  
//STEP01  EXEC PGM=IEFBR14
//*  
//DD1      DD  
 DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//         UNIT=SYSDA,
//         SPACE=(1000,
(1,1)),
//         
 DSN=<HLQ1>.DSN81210.TABLIST
//*  
//DD2      DD  
 DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//         UNIT=SYSDA,
//         SPACE=(1000,
(1,1)),
//         
 DSN=<HLQ1>.DSN81210.SYSPUNCH  
//*  
//UNLOAD  EXEC 
 PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20  
//SYSTSPRT DD  SYSOUT=*  
//STEPLIB  DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.DBCG.SDSNEXIT
//         DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.SDSNLOAD
//         DD  
 DISP=SHR,DSN=CEE.SCEERUN  
//         DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.DBCG.RUNLIB.LOAD  
//SYSTSIN  DD  * 
  DSN SYSTEM(DBCG)  
  RUN  PROGRAM(DSNTIAUL) 
 PLAN(DSNTIB12) PARMS('SQL') 
 -  
       
 LIB('DSNC10.DBCG.RUNLIB.LOAD') 
  END
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//*  
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//*  
//SYSREC00 DD 
 DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//            
 UNIT=SYSDA,SPACE=(32760,
(1000,500)),
//            
 DSN=<HLQ1>.DSN81210.TABLIST  
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル
//*  
//SYSPUNCH DD 
 DISP=(NEW,CATLG,DELETE),  
//            
 UNIT=SYSDA,SPACE=(32760,
(1000,500)),
//            
 VOL=SER=SCR03,RECFM=FB,LRECL=120,BLKSIZE=12  
//            
 DSN=<HLQ1>.DSN81210.SYSPUNCH  
//*  
//SYSIN    DD *  
   SELECT CHAR(CREATOR), 
 CHAR(NAME) 
     FROM SYSIBM.SYSTABLES  
    WHERE OWNER = 
 '<Schema>'  
      AND NAME LIKE 
 '<Prefix>%'  
      AND TYPE = 'T';  
/* 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル

JCL テンプレートを変更しま
す。

このパターンで提供される JCL 
テンプレートには、一般的な
ジョブカードとライブラリ名が
含まれています。ただし、ほと
んどのメインフレームサイトに
は、データセット名、ライブラ
リ名、およびジョブカードに独
自の命名規則があります。たと
えば、Db2 ジョブを実行するに
は特定のジョブクラスが必要な
場合があります。Job 入力サブ
システムの実装であるJES2と
JES3では、さらに変更が加え
られる可能性があります。標準
ロード・ライブラリには、IBM
のデフォルトであるとは異なる
第1修飾子が付いている場合が
あります。SYS1そのため、テン
プレートを実行する前に、サイ
ト固有の標準に合わせてテンプ
レートをカスタマイズしてくだ
さい。

スケルトン JCL UNLDSKEL に次
の変更を加えます。

1. ジョブカードを、Db2 ユー
ティリティの実行を許可さ
れているジョブクラスとユー
ザーで変更します。

2. サイトの標準に合わせて出力
データセット名をカスタマイ
ズします。

3. ご使用のサイトの標準に従っ
て PDS の STEPLIB スタッ
クを更新してください。この
パターンの例では、IBM のデ
フォルトを使用しています。

4. お使いの Db2 サブシステム名
と相関 ID<DSN> に置き換えて
ください。

5. 結果の JCL を、ISPF の標準
スケルトンテンプレートライ
ブラリである ISPSLIB スタッ
クの一部である PDS ライブラ
リに保存します。

JCL スケルトンをアンロードし
て SFTP

//&USRPFX.U JOB 
 (DB2UNLOAD),'JOB',CLASS=A,MSGCLASS=A,  
//         
 TIME=1440,NOTIFY=&USRPFX

メインフレーム開発者

2001



AWS 規範的ガイダンス パターン
Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル
//* DELETE DATASETS
//STEP01   EXEC PGM=IEFBR14
//DD01     DD 
 DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//            UNIT=SYSDA,
//            SPACE=(TRK,
(1,1)),
// 
 DSN=&USRPFX..DB2.PUNCH.&JOBNAME
//DD02     DD 
 DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//            UNIT=SYSDA,
//            SPACE=(TRK,
(1,1)),
// 
 DSN=&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME
//*
//* RUNNING DB2 EXTRACTION 
 BATCH JOB FOR AWS DEMO
//*
//UNLD01   EXEC 
 PGM=DSNUTILB,REGION=0M,
// PARM='<DSN>,UNLOAD'
//STEPLIB  DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.DBCG.SDSNEXIT
//         DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.SDSNLOAD
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
//UTPRINT  DD  SYSOUT=*
//SYSOUT   DD  SYSOUT=*
//SYSPUN01 DD  
 DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//             SPACE=(CYL,
(1,1),RLSE),
// 
 DSN=&USRPFX..DB2.PUNCH.&JOBNAME
//SYSREC01 DD  
 DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//             SPACE=(CYL,
(10,50),RLSE),
// 
 DSN=&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN    DD * 
  UNLOAD 
  DELIMITED COLDEL ',' 
  FROM TABLE &TABNAME 
  UNLDDN SYSREC01 
  PUNCHDDN SYSPUN01 
  SHRLEVEL CHANGE ISOLATION 
 UR; 
 /*
//*
//* FTP TO AMAZON S3 BACKED 
 FTP SERVER IF UNLOAD WAS 
 SUCCESSFUL
//*
//SFTP EXEC 
 PGM=BPXBATCH,COND=(4,LE),REGION=0M
//STDPARM DD * 
 SH cp 
 "//'&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME'" 
   &TABNAME..csv; 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル
 echo "ascii             " 
 >> uplcmd; 
 echo "PUT &TABNAME..csv " 
 >>>> uplcmd; 
 sftp -b uplcmd -i .ssh/
id_rsa &FTPUSER.@&FTPSITE; 
 rm &TABNAME..csv; 
 //SYSPRINT DD SYSOUT=* 
 //STDOUT DD SYSOUT=* 
 //STDENV DD * 
 //STDERR DD SYSOUT=*        
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル

一括アンロード JCL を生成しま
す。

このステップでは、JCL を使用
して ISPF 環境で REXX スクリ
プトを実行します。TABLIST 
DD名前に反して JCL を一括生
成するための入力として、最初
のステップで作成した対象範囲
内テーブルのリストを指定しま
す。JCL は、その名前に対して
指定されたユーザー指定のパー
ティションデータセットに、
テーブル名ごとに 1 つの新しい 
JCL を生成します。ISPFILE 
DDこのライブラリは事前に割り
当ててください。新しい JCL に
はそれぞれ 2 つのステップがあ
ります。1 つは Db2 テーブル
をファイルにアンロードするス
テップ、もう 1 つはファイルを 
S3 バケットに送信するステップ
です。

JCL REXXEXEC で次の変更を行
います (名前は変更できます)。

1. Job card user IDテー
ブルのアンロード権限を持
つメインフレームユーザ 
ID に置き換えてください。
をSYSPROC、、ISPPLIBISPSLIB、
に置き換えた
りISPMLIB、ISPTLIB<HLQ1>DSNサ
イトの標準に合わせて評価し
たり、カスタマイズしたりで
きます。インストール固有の
値を確認するには、コマンド
を使用しますTSO ISRDDN。

2. <MFUSER>インストール環境
内のジョブ実行権限を持つ
ユーザ ID に置き換えてくださ
い。

3. インストール環境の USS お
よび FTP<FTPUSER> 権限を
持つユーザ ID に置き換えてく
ださい。このユーザ ID とその 
SSH セキュリティキーは、メ
インフレーム上の適切な Unix 
Systems Services ディレクト
リにあることを前提としてい
ます。

4. AWS Transfer Family の IP 
アドレスまたはドメイン名
に置き換えてください<AWS 
TransferFamily IP>。こ

メインフレーム開発者
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タスク 説明 必要なスキル
のアドレスは SFTP ステップ
に使用されます。

5. サイト標準の宿泊施設を適
用し、以下の説明に従って
REXXプログラムを更新した
後、JCLを提出してくださ
い。

JCL の一括生成ジョブ

//RUNREXX JOB 
 (CREATEJCL),'RUNS ISPF 
 TABLIST',CLASS=A,MSGCLASS=A, 
       
//         
 TIME=1440,NOTIFY=&SYSUID
//* Most of the values 
 required can be updated to 
 your site specific
//* values using the command 
 'TSO ISRDDN' in your ISPF 
 session.  
//* Update all the lines 
 tagged with //update marker 
 to desired
//* site specific values.  
//ISPF EXEC 
 PGM=IKJEFT01,REGION=2048K,DYNAMNBR=25
//SYSPROC   DD 
 DISP=SHR,DSN=USER.Z23D.CLIST
//SYSEXEC   DD 
 DISP=SHR,DSN=<HLQ1>.TEST.REXXLIB
//ISPPLIB   DD 
 DISP=SHR,DSN=ISP.SISPPENU
//ISPSLIB   DD 
 DISP=SHR,DSN=ISP.SISPSENU
//          DD 
 DISP=SHR,DSN=<HLQ1>.TEST.ISPSLIB
//ISPMLIB   DD 
 DSN=ISP.SISPMENU,DISP=SHR
//ISPTLIB   DD 
 DDNAME=ISPTABL
//          DD 
 DSN=ISP.SISPTENU,DISP=SHR
//ISPTABL   DD 
 LIKE=ISP.SISPTENU,UNIT=VIO
//ISPPROF   DD 
 LIKE=ISP.SISPTENU,UNIT=VIO
//ISPLOG    DD 
 SYSOUT=*,RECFM=VA,LRECL=125
//SYSPRINT  DD SYSOUT=*
//SYSTSPRT  DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP  DD SYSOUT=*
//SYSDBOUT  DD SYSOUT=*
//SYSTSPRT  DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP  DD SYSOUT=*
//SYSDBOUT  DD SYSOUT=*
//SYSHELP   DD 
 DSN=SYS1.HELP,DISP=SHR  
//SYSOUT    DD SYSOUT=*
//* Input list of tablenames
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Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル
//TABLIST   DD 
 DISP=SHR,DSN=<HLQ1>.DSN81210.TABLIST
//* Output pds
//ISPFILE   DD 
 DISP=SHR,DSN=<HLQ1>.TEST.JOBGEN
//SYSTSIN   DD *
ISPSTART CMD(ZSTEPS 
 <MFUSER> <FTPUSER> <AWS 
 TransferFamily IP>)
/*

REXX スクリプトを使用する前
に、以下の点を変更します。

1. REXX スクリプトを、前の
ステップで編集した JCL 
REXXEXECSYSEXEC のス
タックの下で定義された PDS 
ライブラリに ZSTEPS をメン
バー名として保存します。名
前を変更する場合は、ニーズ
に合わせて JCL を更新する必
要があります。

2. このスクリプトは、エラー
が発生した場合にトレース
オプションを使用して追加
情報を出力します。代わり
に、、TSOおよびステートメ
ントの後にエラー処理コード
を追加しEXECIOISPEXEC、
トレース行を削除できます。

3. このスクリプト
は、LODnnnnn最大100,000
のメンバーをサポートでき
る命名規則を使用してメン
バー名を生成します。テーブ
ル数が100,000を超える場合
は、プレフィックスを短くし
て、tempjobステートメント
の数値を調整してください。

ステップ EXX スクリプト

/*REXX - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - */
/* 10/27/2021 - added new 
 parms to accommodate ftp */
Trace "o"  
    parse arg usrpfx ftpuser 
 ftpsite 
    Say "Start" 
    Say "Ftpuser: " ftpuser 
 "Ftpsite:" ftpsite 
    Say "Reading table name 
 list" 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル
    "EXECIO * DISKR TABLIST 
 (STEM LINE. FINIS" 
    DO I = 1 TO LINE.0 
      Say I 
      suffix = I 
      Say LINE.i 
      Parse var LINE.i 
 schema table rest 
      tabname = schema !! 
 "." !! table 
      Say tabname 
      tempjob= "LOD" !! 
 RIGHT("0000" !! i, 5)  
      jobname=tempjob 
      Say tempjob 
      ADDRESS ISPEXEC 
 "FTOPEN " 
      ADDRESS ISPEXEC 
 "FTINCL UNLDSKEL" 
      /* member will be 
 saved in ISPDSN library 
 allocated in JCL */ 
      ADDRESS ISPEXEC 
 "FTCLOSE NAME("tempjob")" 
    END 

    ADDRESS TSO "FREE 
 F(TABLIST) " 
    ADDRESS TSO "FREE 
 F(ISPFILE) "

exit 0

JCL を実行する

タスク 説明 必要なスキル

Db2 アンロードステップを実行
します。

JCL を生成すると、アンロード
する必要のあるテーブルと同じ
数の JCL が作成されます。

このストーリーでは、JCL で生
成された例を使用して、構造と
最も重要なステップについて説
明します。

ユーザー操作は必要はありませ
ん。以下の情報は参考用です。
前のステップで生成した JCL を
送信する場合は、「LodNNNNN 
JCL の送信」タスクに進んでく
ださい。

IBM が提供する DSNUTILB Db2 
ユーティリティで JCL を使用し
て Db2 データをアンロードする
場合、アンロードされたデータ
に圧縮された数値データが含ま

メインフレーム開発者、システ
ムエンジニア
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Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル
れていないことを確認する必要
があります。これを実行するに
は、DSNUTILBDELIMITED パラ
メータを使用してください。

DELIMITEDこのパラメータは、
テキストフィールドの区切り文
字と二重引用符として文字を追
加し、VARCHAR 列のパディン
グを削除し、日付フィールドを
含むすべての数値フィールドを 
EXTERNAL FORMAT に変換す
ることで、CSV 形式でのデー
タのアンロードをサポートしま
す。

次の例は、カンマ文字を区切り
文字として使用して、生成され
た JCL のアンロードステップが
どのように見えるかを示してい
ます。

                            
 UNLOAD 
 DELIMITED COLDEL ','  
 FROM TABLE 
 SCHEMA_NAME.TBNAME 
 UNLDDN SYSREC01 
 PUNCHDDN SYSPUN01 
 SHRLEVEL CHANGE ISOLATION 
 UR;

2008
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Db2 z/OS データを AWS に転送する

タスク 説明 必要なスキル

SFTP ステップを実行します。 JCL から SFTP プロトコルを使
用するには、BPXBATCH ユー
ティリティを使用します。 

SFTP ユーティリティは 
MVS データセットに直接
アクセスできません。copy 
コマンド (cp) を使用し
て、&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAMEシー
ケンシャルファイルを USS 
ディレクトリにコピーす
ると、次のようになりま
す&TABNAME..csv。

プライベートキー (id_rsa) を
使用し、RACF ユーザー IDsftp
をユーザー名として使用してコ
マンドを実行し、AWS Transfer 
Family IP アドレスに接続しま
す。

SH cp 
 "//'&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME'" 
   &TABNAME..csv; 
 echo "ascii             " 
 >> uplcmd; 
 echo "PUT &TABNAME..csv " 
 >>>> uplcmd; 
 sftp -b uplcmd 
 -i .ssh/id_rsa 
 &FTPUSER.@&FTP_TF_SITE; 
 rm &TABNAME..csv; 

メインフレーム開発者、システ
ムエンジニア

Lodnnnnn JCL を送信してくださ
い。

以前の JCL では、アンロードし
て CSV に変換して S3 バケット
に転送する必要があるすべての 
LodNNNNN JCL テーブルが生成
されていました。

生成されたすべての JCLsubmit
でコマンドを実行します。

メインフレーム開発者、システ
ムエンジニア

関連リソース
このドキュメントで使用されているさまざまなツールとソリューションの詳細については、以下を参照し
てください。

• z/OS OpenSSH ユーザーズ・ガイド
• Db2 z/OS — アンロード制御ステートメントのサンプル
• Db2 z/OS — 区切り記号付きファイルのアンロード
• Transfer Family — SFTP 対応サーバーの作成
• Transfer Family — サービス管理対象ユーザーとの連携

2009

https://www-01.ibm.com/servers/resourcelink/svc00100.nsf/pages/zOSV2R4sc276806/$file/foto100_v2r4.pdf
https://www.ibm.com/docs/en/db2-for-zos/11?topic=unload-sample-control-statements
https://www.ibm.com/docs/en/db2-for-zos/11?topic=unload-unloading-delimited-files
https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/create-server-sftp.html
https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/service-managed-users.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
ワークロード別の移行パターン

追加情報
Amazon S3 に Db2 データを保存したら、さまざまな方法で新しい洞察を得ることができます。Amazon 
S3 は AWS のデータ分析サービスと統合されているため、このデータを分散側で自由に使用または公開で
きます。例えば、次の操作を実行できます。

• Amazon S3 にデータレイクを構築し、 query-in-placeデータを移動せずに分析ツールや機械学習ツール
を使って貴重な洞察を抽出します。

• AWS Transfer Family と統合されたアップロード後の処理ワークフローを設定して Lambda 関数を開始
します。

• 分析、機械学習、アプリケーション開発のためのデータの検出、準備、結合を容易にするサーバーレス
データ統合サービスである AWS Glue を使用して、Amazon S3 またはフルマネージドデータベースの
データにアクセスするための新しいマイクロサービスを開発します。

移行のユースケースでは、メインフレームから S3 にあらゆるデータを転送できるため、次のことが可能
になります。

• Amazon S3 Glacier および S3 Glacier Deep Archive を使用して、物理インフラストラクチャを廃止し、
費用対効果の高いデータアーカイブ戦略を構築します。 

• Amazon S3 や S3 Glacier や Amazon Elastic File System (Amazon EFS) などのその他の AWS サービス
を使用して、スケーラブルで耐久性に優れた安全なバックアップおよび復元ソリューションを構築し、
既存のオンプレミス機能を強化または置き換えます。

ワークロード別の移行パターン
トピック

• IBM (p. 2010)
• Microsoft (p. 2011)
• 該当なし (p. 2011)
• オープンソース (p. 2011)
• Oracle (p. 2012)
• SAP (p. 2013)

IBM
• Precisely からのConnect を使用して VSAM ファイルを Amazon RDS または Amazon MSK に移行およ

びレプリケートします (p. 1343)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上の IBM Db2 から Aurora PostgreSQL 互換に移行

します (p. 1359)
• IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 上の Apache Tomcat への移行 (p. 1851)
• Micro Focus Enterprise ServerとLRS VPSX/MFIを使用して、AWS のメインフレームバッチ印刷ワーク

ロードを最新化します (p. 1951)
• トランスファーファミリーを使用してメインフレームファイルを Amazon S3 に直接移動する (p. 1251)
• 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する (p. 1993)

2010

http://aws.amazon.com/products/storage/data-lake-storage/
http://aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/glue/
http://aws.amazon.com/free/database/?trk=ps_a134p000007CdNEAA0&trkCampaign=acq_paid_search_brand&sc_channel=PS&sc_campaign=acquisition_FR&sc_publisher=Google&sc_category=Database&sc_country=FR&sc_geo=EMEA&sc_outcome=acq&sc_detail=amazon%2520relational%2520database%2520service&sc_content=Relational%2520Database_e&sc_matchtype=e&sc_segment=548727697660&sc_medium=ACQ-P%7CPS-GO%7CBrand%7CDesktop%7CSU%7CDatabase%7CSolution%7CFR%7CEN%7CText&s_kwcid=AL!4422!3!548727697660!e!!g!!amazon%2520relational%2520database%2520service&ef_id=CjwKCAjwzt6LBhBeEiwAbPGOgcGbQIl1-QsbHfWTgMZSSHEXzSG377R9ZyK3tCcbnHuT45L230FufxoCeEkQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!548727697660!e!!g!!amazon%2520relational%2520database%2520service
http://aws.amazon.com/free/database/?trk=ps_a134p000007CdNEAA0&trkCampaign=acq_paid_search_brand&sc_channel=PS&sc_campaign=acquisition_FR&sc_publisher=Google&sc_category=Database&sc_country=FR&sc_geo=EMEA&sc_outcome=acq&sc_detail=amazon%2520relational%2520database%2520service&sc_content=Relational%2520Database_e&sc_matchtype=e&sc_segment=548727697660&sc_medium=ACQ-P%7CPS-GO%7CBrand%7CDesktop%7CSU%7CDatabase%7CSolution%7CFR%7CEN%7CText&s_kwcid=AL!4422!3!548727697660!e!!g!!amazon%2520relational%2520database%2520service&ef_id=CjwKCAjwzt6LBhBeEiwAbPGOgcGbQIl1-QsbHfWTgMZSSHEXzSG377R9ZyK3tCcbnHuT45L230FufxoCeEkQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!548727697660!e!!g!!amazon%2520relational%2520database%2520service
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Microsoft

Microsoft
• Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移行をサ

ポートするために Python アプリケーションと Perl アプリケーションを変更してください (p. 1974)
• Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成

する (p. 1244)
• EC2 Windows インスタンスを取り込んで AWS Managed Services アカウントに移行する (p. 1501)
• Microsoft Azure サービスバスから Amazon SQS へのメッセージングキューの移行 (p. 1794)
• AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB 

に移行する (p. 1324)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL Server データベースを Aurora MySQL に移行す

る (p. 1920)
• .NET アプリケーションを Microsoft Azure アプリケーションサービスから AWS Elastic Beanstalk に移

行する (p. 1861)
• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 データベースを Amazon EC2 に移

行します。 (p. 1548)
• オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行す

る (p. 1819)
• リンクされたサーバーを使用して、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS 

for SQL Server に移行する (p. 1914)
• ネイティブバックアップと復元方法を使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 

Amazon RDS for SQL Server に移行します (p. 1917)
• AWS DMS を使用して、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行

します。 (p. 1434)
• AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 

Amazon Redshift に移行します。 (p. 1437)
• Linux を実行している Amazon EC2 の Microsoft SQL Server に Microsoft SQL Server に移行す

る (p. 1911)
• Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する (p. 1823)
• ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行する (p. 1790)

該当なし
• AWS への再ホスト移行中にファイアウォールリクエストの承認プロセスを作成する (p. 1497)

オープンソース
• Aurora PostgreSQL と互換性のあるアプリケーションユーザーとロールを作成する (p. 1271)
• ネイティブツールを使用してオンプレミスの MariaDB データベースを Amazon RDS for MariaDB 用の 

Amazon RDS for MariaDB 用の Amazon RDS for MariaDB (p. 1926)
• オンプレミスの MySQL データベースを Amazon EC2 に移行してください (p. 1552)
• オンプレミスの MySQL データベースを Amazon RDS に移行する (p. 1815)
• オンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL にマイグレーションします。 (p. 1446)
• オンプレミスの PostgreSQL データベースを Aurora PostgreSQL に移行する (p. 1904)
• Auto Scaling による Amazon EC2 上の IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Apache Tomcat 

への移行 (p. 1856)
• オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への移行 (p. 1529)

2011
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Oracle

• pglogical を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL から Amazon RDS for PostgreSQL に移行す
る (p. 1901)

• AWS App2Container を使用してオンプレミスの Java アプリケーションを AWS に移行する (p. 1940)
• Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミスの MySQL データベースを 

Aurora MySQL に移行する (p. 1930)
• Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへ移行 (p. 1310)
• Redis ワークロードを AWS 上の Redis エンタープライズクラウドに移行 (p. 1768)
• RHEL ソースサーバーの再起動後に SELinux を無効にせずに AWS レプリケーションエージェントを自

動的に再起動する (p. 1259)
• pg_transport を使用して PostgreSQL データベースを移行するには (p. 1617)

Oracle
• Oracle データベースと Aurora PostgreSQL 互換の間のリンクを設定します (p. 1625)
• Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換 (p. 1265)
• PostgreSQL と互換性のある Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレートす

る (p. 1279)
• Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して、Amazon RDS for Oracle Amazon RDS から 

PostgreSQL 用 Amazon RDS に段階的に移行します。 (p. 1283)
• Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディングを使用して BLOB ファイルをテキストにロードす

る (p. 1287)
• AWS CLI と AWS を使用して、AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle 用 Amazon 

RDS for PostgreSQL に移行します CloudFormation (p. 1297)
• 継続的なレプリケーションを行うには、AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle データベースを

別の AWS アカウントと AWS リージョンに移行します。 (p. 1572)
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを別の VPC に移行します (p. 1583)
• Oracle Data Pume を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 に移行す

る (p. 1538)
• Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースを Amazon OpenSearch サービスに移行しま

す (p. 1881)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for MySQL 

S に移行します。 (p. 1395)
• オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する (p. 1886)
• データベースリンク経由で Oracle データポンプを直接インポートして、オンプレミスの Oracle データ

ベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。 (p. 1670)
• Oracle データポンプを使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移

行する (p. 1894)
• オラクルのバイスタンダーと AWS DMS を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon 

RDS for PostgreSQL に移行する (p. 1398)
• オンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 上の Oracle データベースを Amazon EC2 上の 

Oracle に移行する (p. 1533)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から MariaDB 用の Amazon 

RDS に移行します。 (p. 1388)
• AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行す

る (p. 1877)
• AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する (p. 1337)
• Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for 

Oracle に移行する (p. 1946)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する (p. 1410)

2012
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SAP

• AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行する (p. 1417)
• AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行する (p. 1340)
• AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する (p. 1799)
• オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL にデータを移行する (p. 1424)
• Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for MySQL への移行 (p. 1353)
• マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for 

PostgreSQL に移行する (p. 1370)
• AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL S に移行す

る (p. 1364)
• オラクルを使用して Oracle データベースから Amazon RDS for PostgreSQL に移行する 

GoldenGate (p. 1406)
• AWS DMS と AWS SCT を使用して、Amazon EC2 上の Oracle から MySQL 用の Amazon RDS に移行

します。 (p. 1378)
• AWS DMS を使用して Oracle から Amazon DocumentDB に移行する (p. 1384)
• Amazon ECS 上の Oracle WebLogic から Apache Tomcat (TomEE) への移行 (p. 1870)
• ファンクションベースのインデックスを Oracle から PostgreSQL に移行する (p. 1314)
• レガシー・アプリケーションをOracle Pro*CからECPGに移行 (p. 1450)
• Oracle CLOB の値を AWS 上の PostgreSQL 内の個々の行に移行する (p. 1665)
• Oracle データベースのエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行す

る (p. 1764)
• オラクル E ビジネススイートを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1680)
• エクステンションを使用して Oracle ネイティブ関数を PostgreSQL に移行する (p. 1318)
• PeopleSoft オラクルを Amazon RDS カスタムに移行 (p. 1741)
• オラクルのROWID機能を AWS 上の PostgreSQL に移行する (p. 1757)
• Oracle のシリアル再利用可能なプラグマパッケージを PostgreSQL に移行する (p. 1305)
• 仮想生成カラムをオラクルから PostgreSQL に移行する (p. 1461)
• Aurora PostgreSQL 互換で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする (p. 1465)
• Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL に移行した後にデータベースオブジェクトを検証す

る (p. 1475)

SAP
• オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon EC2 に移行してください (p. 1543)
• AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server に移行する (p. 1430)
• AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換

に移行する (p. 1784)
• アプリケーション移行サービスを使用して SAP ワークロードを Amazon EC2 上の SAP データベースに

移行する (p. 1506)

その他のパターン
• CAST Highlight を使用して AWS クラウドへの移行に向けたアプリケーションの準備状況を評価す

る (p. 2020)
• Model9 Manager を使用してメインフレームデータを Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブす

る (p. 2706)
• AWS クラウドで高度なメインフレームファイルビューアを構築 (p. 2624)

2013
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その他のパターン

• ハイブリッドリンクモードを使用してデータセンターを VMware Cloud on AWS に拡張するように設定
する (p. 932)

• プライベートネットワーク経由でアプリケーション移行サービスのデータプレーンとコントロールプ
レーンにConnect (p. 2254)

• テラデータノーマライズテンポラルフィーチャーを Amazon Redshift SQL に変換 (p. 20)
• テラデータのリセットタイミング機能を Amazon Redshift SQL に変換 (p. 26)
• AWS Backup を使用してアカウント間で Amazon DynamoDB テーブルをコピーする (p. 507)
• AWS CLI を使用して S3 バケットから別のアカウントとリージョンにデータをコピーする (p. 170)
• プライベート静的 IP を使用して Amazon EC2 に Cassandra クラスターをデプロイすることで、リバラ

ンシングを回避できます。 (p. 986)
• AWS CDK を使用して複数スタックのアプリケーションをデプロイし、 TypeScript (p. 2102)
• Aurora PostgreSQL のカスタムエンドポイントを使用して Oracle RAC ワークロードをエミュレートし

ます (p. 525)
• Aurora PostgreSQL のダイナミック SQL ステートメントの匿名ブロックを処理する (p. 552)
• Aurora PostgreSQL 互換の環境でオーバーロードされた Oracle 関数を処理する (p. 558)
• Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS メインフレームモダナイゼーションの統合 (p. 2149)
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを AMS を使用する他のアカウントに移行する (p. 579)
• AWS Glue を使用して Apache カサンドラのワークロードを Amazon Keyspaces に移行する (p. 55)
• AWS DMS を使用して SharePlex Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for Oracle に移行しま

す。 (p. 611)
• スタンバイデータベースを使用して Oracle から PostgreSQL データベースに移行する (p. 605)
• WanDisco LiveData マイグレーターを使用して Hadoop データを Amazon S3 に移行する (p. 463)
• 引数が 100 個を超える Oracle 関数とプロシージャを PostgreSQL に移行する (p. 575)
• オラクルのアウトバインド変数を PostgreSQL データベースに移行する (p. 585)
• 同じホスト名の SAP HSR を使用して SAP HANA を AWS に移行する (p. 590)
• 分散可用性グループを使用して SQL Server を AWS に移行する (p. 598)
• HCX OS アシストマイグレーションを使用して、仮想マシンVMware Cloud on AWS に移行する (p. 947)
• Micro Focus エンタープライズサーバーと LRS VPSX/MFI を使用して、AWS のメインフレームオンラ

イン印刷ワークロードを最新化しましょう (p. 2186)
• F5 から AWS のApplication Load Balancer に移行するときに HTTP ヘッダーを変更する (p. 2287)
• Microsoft SQL Server を AWS クラウドに移行した後の接続エラーの解決 (p. 2309)
• AWS エラスティックディザスタリカバリで Oracle JD Edwards EnterpriseOne のディザスタリカバリを

セットアップ (p. 1018)
• AWS プライベート CA と AWS RAM を使用してプライベート証明書管理を簡素化します (p. 2564)
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CAST イメージングのソフトウェ
アアーキテクチャの分析と可視化

モダナイゼーション
トピック

• CAST イメージングのソフトウェアアーキテクチャの分析と可視化 (p. 2015)
• CAST Highlight を使用して AWS クラウドへの移行に向けたアプリケーションの準備状況を評価す

る (p. 2020)
• DynamoDB TTL を使用して Amazon S3 に項目を自動的にアーカイブする (p. 2033)
• Amazon EC2 Auto Scaling とSystems Manager を使用して Micro Focus エンタープライズサーバー 

PAC を構築 (p. 2044)
• Amazon OpenSearch Service でマルチテナントのサーバーレスアーキテクチャを構築 (p. 2057)
• AWS Lambda 拡張機能を使用してシークレットをキャッシュする (p. 2087)
• EBCDIC から ASCII へのデータの変換とアンパック (p. 2093)
• AWS CDK を使用して複数スタックのアプリケーションをデプロイし、 TypeScript (p. 2102)
• AWS SAM を使用してネストされたアプリケーションのデプロイを自動化する (p. 2109)
• AWS Lambda トークン自動販売機を使用して Amazon S3 の SaaS テナント分離を実装する (p. 2123)
• AWS Step Functions を使用してサーバーレスサガパターンを実装する (p. 2139)
• Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS メインフレームモダナイゼーションの統

合 (p. 2149)
• AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere をセットアップして、オンプレミスのコンテナアプリ

ケーションを管理します (p. 2169)
• ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS で最新化 (p. 2176)
• Micro Focus エンタープライズサーバーと LRS VPSX/MFI を使用して、AWS のメインフレームオンラ

イン印刷ワークロードを最新化しましょう (p. 2186)
• AWS Fargate を使用して、イベント駆動型でスケジュールされたワークロードを大規模に実

行 (p. 2206)
• C# と AWS CDK を使用したサイロモデルの SaaS アーキテクチャでのテナントオンボーディン

グ (p. 2212)
• CQRS とイベントソーシングを使用してモノリスをマイクロサービスに分解する (p. 2228)
• その他のパターン (p. 2244)

CAST イメージングのソフトウェアアーキテクチャ
の分析と可視化

制作：アルピタ・シンハ（キャスト・ソフトウェア）とジェームズ・ハレル（キャスト・ソフトウェア）

環境:プロダクション テクノロジー:モダナイゼーショ
ン

ワークロード:その他すべての
ワークロード
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

概要
このパターンは、CAST Imagingを使用して複雑なソフトウェアシステムを視覚的に操作し、ソフトウェア
構造を正確に分析する方法を示しています。CAST Imagingをこのように使用することで、特に最新化を目
的として、アプリケーションのアーキテクチャについて、より多くの情報に基づいた意思決定を行うこと
ができます。

CAST Imagingでアプリケーションのアーキテクチャを表示するには、まずアプリケーションのソースコー
ドをCASTコンソールからオンボードする必要があります。その後、コンソールはアプリケーションの
データをCAST Imagingに公開します。CAST Imagingでは、アプリケーションアーキテクチャをレイヤー
ごとに視覚化してナビゲートできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• CAST Compute の Amazon マシンイメージ (AMI) の
• 以下を含む Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス (r5.xlarge) が含まれます。

• 4 vCPU
• 32 GB RAM
• 500 GB以上の汎用ソリッドステートドライブ (SSD) の (gp3) ボリューム

• CAST コンソールおよび CAST イメージングのライセンスキー (必要なライセンスキーを取得するに
は、CAST に aws.contact-me@castsoftware.com までご連絡ください)

• 圧縮形式 (.zip) で解析したいアプリケーションの完全なソースコード
• マイクロソフトエッジ、Mozilla Firefox、またはグーグルクローム

アーキテクチャ
次の図は、アプリケーションのソースコードをCASTコンソールでオンボーディングし、それをCAST 
Imagingで表示するワークフローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. CASTは、フロントエンド、ミドルウェア、およびバックエンドコードをリバースエンジニアリングす
ることにより、アプリケーションソースコードメタデータを生成します。

2. CASTによって生成されたアプリケーションデータは、CAST Imagingに自動的にインポートされ、そこ
で視覚化および分析できます。

このプロセスの仕組みのスナップショットは次のとおりです。

Tools
• CAST Imagingはブラウザベースのアプリケーションで、ソフトウェアシステムを視覚的に表示および操

作できるため、情報に基づいたアーキテクチャに関する意思決定を行うことができます。
• CAST Console は、CAST AIP 分析の構成、実行、管理に役立つブラウザベースのアプリケーションで

す。

2016

https://doc.castsoftware.com/display/CAST/AMI
mailto:aws.contact-me@castsoftware.com
https://doc.castsoftware.com/display/IMAGING
https://doc.castsoftware.com/display/AIPCONSOLE


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

注:CAST イメージングと CAST コンソールは CAST イメージング用の AMI に含まれています。

叙事詩
CAST のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

CAST コンソールの初期設定を実
行します。

1. Web ブラウザを開き、次の 
URL を入力して CAST コン
ソールに接続します。http://
localhost:8081

2. プロンプトが表示された
ら、CAST Console のライセ
ンスキーを入力します。続い
て、[Next (次へ)] を選択しま
す。

3. 構成設定を確認します。変更
が不要な場合は、[保存して終
了] を選択します。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー

CAST イメージングの初期設定を
実行します。

1. ウェブブラウザを開き、次
の URL を入力して CAST 
Imaging に接続します。http://
localhost:8083

2. プロンプトが表示されたら、
ユーザー名とパスワードの両
方に admin と入力してログイ
ンします。

3. プロンプトが表示された
ら、CAST イメージングのラ
イセンスキーを入力します。
次に、[更新] を選択してキー
を保存します。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー

アプリケーションをCASTイメージングにオンボード

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションのソースコー
ドを準備します。

アプリケーションのソースコー
ドを 1 つの圧縮.zip ファイルに保
存します。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー

アプリケーションを CAST コン
ソールに追加します。

1. Web ブラウザを開き、次の 
URL を入力して CAST コン
ソールに接続します。http://
localhost:8081

2. プロンプトが表示されたら、
ユーザー名とパスワードの両
方に admin と入力してログイ
ンします。

3. [Add application] (アプリケー
ションの追加) を選択します。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
次に、アプリケーション名を
入力して [追加] を選択しま
す。

ソースコード配信ウィザードを
開きます。

CAST コンソールで作成したア
プリケーションを探します。次
に、[バージョンを追加] を選択し
ます。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー

アプリケーションのソースコー
ドをアップロードします。

以下のいずれかを実行します。

アプリケーションのソースコー
ドを含む.zip ファイルを、ソース
コード配信ウィザードにドラッ
グアンドドロップします。

-または-

クラウドのアップロードアイコ
ンを選択します。次に、アプリ
ケーションのソースコードを含
む.zip ファイルを開きます。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー

分析プロセスを開始します。 1. 配信ウィザードで、バージョ
ンの詳細を入力し、構成オプ
ションを指定します。詳細に
ついては、CASTイメージン
グのドキュメントの「CAST
イメージングの標準オンボー
ディング」を参照してくださ
い。

2. 「CAST イメージングに公
開」オプションが選択され
ていることを確認します。次
に、[続行] を選択します。

注:「続行」を選択すると、ソー
スコードの分析プロセスが開始
されます。CASTコンソールの進
捗ウィンドウには、分析プロセ
スの各ステップが表示され、分
析が完了すると通知が表示され
ます。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー

CAST Imagingに公開された分析結果とデータを検証

タスク 説明 必要なスキル

ステータスとログを確認してく
ださい。

すべての分析アクションが完了
したら、進行状況ウィンドウに
成功メッセージが表示されてい
ることを確認します。 

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
注:各分析アクションのログは、
完了後すぐに確認できます。特
定のアクションのログを確認す
るには、「進行状況」ウィンド
ウで「ログを表示」を選択しま
す。

受理の詳細を確認してくださ
い。

アプリケーション詳細パネル
で、分析結果の詳細を確認しま
す。発見されたテクノロジーと
ソースコードの構成を必ず確認
してください。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー

CAST イメージングを確認してア
クセスします。

1. CAST Consoleのアプリケー
ション管理ペインで、アプ
リケーションのバージョン
ステータスが「イメージ処理
済み」であることを確認しま
す。 CAST イメージングアイ
コンが表示されます。

2. CAST Imagingアイコンを選択
すると、CAST Imagingのアプ
リケーションデータに直接移
動できます。 

注:イメージ処理済みステータ
スは、ソースコードが分析さ
れ、CAST Imaging インスタンス
にアップロードされたことを意
味します。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー

CAST イメージングでアプリケーションの分析を始めましょう

タスク 説明 必要なスキル

CAST イメージングにログインし
ます。

キャストイメージングを開き、
デフォルトの管理者認証情報 
(admin/admin) を入力します。ア
プリケーションのデータが表示
されます。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー

CASTイメージングでアプリケー
ションデータを調べてくださ
い。

CAST イメージング機能を使用
して、ソフトウェアアーキテク
チャの表示を開始します。

CAST Imagingの機能の使用方法
に関する簡単なチュートリアル
については、ヘルプアイコンを
選択してCASTイメージングヘル
パーを表示してください。

ソフトウェアアーキテクト、開
発者、テクニカルリーダー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
詳細については、「CAST イメー
ジングユーザーガイド」を参照
してください。

関連リソース
CAST コンソールのドキュメント

• ログイン
• CAST コンソールによるオプションの設定
• 標準オンボーディング — 新しいバージョンの追加 — コードの配信 — スナップショットの生成

CAST イメージングドキュメンテーション

• CAST イメージングのアプリケーションオンボーディング-前提条件
• CAST イメージング用の新しいアプリケーションを追加
• CAST イメージングの標準オンボーディング — 結果の確認
• ログイン
• 設定オプション — 管理センター GUI

CAST Highlight を使用して AWS クラウドへの移行
に向けたアプリケーションの準備状況を評価する

グレッグ・リベラ (キャスト・ソフトウェア) 作成

環境:プロダクション ソース:レガシーアプリケーショ
ンのソースコード

対象:AWS でリファクタリングさ
れたアプリケーションコード

R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:IBM、マイクロソ
フト、オープンソース、オラク
ル

テクノロジー:近代化、移行、コ
ンテナとマイクロサービス

AWS サービス:アマゾン 
RDS、Amazon S3

概要
CAST Highlight は、アプリケーションポートフォリオ分析を迅速に行うためのSaaS (SaaS) ソリューショ
ンです。このパターンでは、CAST Highlight を設定して使用して、組織の IT ポートフォリオ全体でカスタ
ムソフトウェアアプリケーションのクラウド対応状況を評価し、最新化やAmazon Web Services (AWS) ク
ラウドへの移行を計画する方法について説明します。

CAST Highlight は、アプリケーションのクラウド対応状況に関するインサイトを生成し、移行前に削除す
る必要があるコードブロッカーを特定し、これらのブロッカーを取り除くための労力を見積もり、移行後
に個々のアプリケーションが使用できる AWS サービスを推奨します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

このパターンは、新規ユーザー設定、アプリケーション管理、キャンペーン管理、ソースコード分析、結
果分析の5つのステップで構成されるCAST Highlightの設定と使用の手順を示しています。アプリケーショ
ンのスキャンと分析を正常に実行するには、このパターンのエピックセクションのすべてのステップを完
了する必要があります。

前提条件と制限
前提条件

• ポートフォリオマネージャー権限を持つアクティブな CAST Highlight アカウント。 
• CAST Highlight Local Agent をインストールするには、ローカルコンピューターに 300 MB 以上の空き

ディスク容量と 4 GB のメモリが必要です。
• マイクロソフトウィンドウズ 8 以降。
• アプリケーションのソースコードは、ローカルエージェントがインストールされているマシンからアク

セスできるテキストファイルに保存する必要があります。ソースコードが敷地外に出ることはなく、す
べてのコードはローカルでスキャンされます。

アーキテクチャ
次の図は、CAST Highlight を使用する場合のワークフローを示しています。

ワークフローは、以下のステップで構成されています。

1. CAST Highlight ポータルにログインし、ローカルエージェントをダウンロードして、ローカルコン
ピューターにインストールします。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ローカルエー
ジェントインストールパッケージを保存します。

2. ソースコードファイルをスキャンして、結果ファイルを生成します。
3. 結果ファイルを CAST Highlight ポータルにアップロードします。重要:結果ファイルにはソースコード

は含まれていません。
4. スキャンした各アプリケーションのアンケートの質問に回答します。
5. CAST Highlight ポータルで利用できるダッシュボードとレポートをご覧ください。Amazon Relational 

Database Service (Amazon RDS) は、コードスキャン、分析結果、および CAST Relational Database 
Service (Amazon RDS) に保存されます。

テクノロジースタック

CAST Highlightは、アプリケーションクラウドの準備状況を分析するための以下のテクノロジーをサポー
トしています。

• Java
• COBOL
• C#
• C++
• Clojure
• PHP
• JavaScript
• TypeScript
• Python
• マイクロソフト Transact-SQL
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

• VB.Net
• Kotlin
• Scala
• Swift

自動化とスケール

• CLIアナライザーを使用して、CASTハイライト分析プロセスを自動化できます。

Tools
すべての前提条件が満たされれば、このパターンにはツールは必要ありません。ただし、ソースコード管
理 (SCM) ユーティリティ、コードエクストラクター、その他のツールなどのオプションツールを使用し
て、ソースコードファイルを管理することもできます。

叙事詩
新規ユーザーのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

CAST Highlightアカウントを有効
にして、パスワードを選択しま
す。

CAST Highlightを初めて使用する
すべてのユーザーには、アカウ
ント有効化メールが届きます。
アクティベーションリンクをク
リックしてCAST Highlightアカウ
ントを有効にし、パスワードを
入力してアクティベーションプ
ロセスを完了します。

該当なし

CAST ハイライトポータルにログ
インします。

CAST Highlight ホームペー
ジは、新しいパスワードを入
力すると表示されます。ユー
ザー認証情報を使用して CAST 
Highlight ポータルにログインし
ます。

該当なし

アプリケーション管理

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションレコードを作
成します。

CAST Highlightポータルで、
「ポートフォリオの管理」セク
ションの「アプリケーションの
管理」タブに移動し、「+ アプリ
ケーションの作成」を選択しま
す。

該当なし

アプリケーション名を選択しま
す。

アプリケーションの名前を入
力します。この名前は、CAST 
Highlightのアプリケーションレ
コードに使用されます。

該当なし
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

すべてのアプリケーションに同
様に、上記ステップを繰り返し
ます。

スキャンするアプリケーション
ごとに、以上の手順を繰り返し
ます。

該当なし

キャンペーン管理

タスク 説明 必要なスキル

キャンペーンの作成 CAST Highlightでは、特定の時点
で分析される一連のアプリケー
ションを「キャンペーン」と表
現しています。CAST Highlight
ポータルで、「ポートフォリオ
の管理」セクションの「キャン
ペーンの管理」タブに移動しま
す。「キャンペーンを作成」を
選択し、キャンペーン作成画面
を起動します。

該当なし

キャンペーンの名前を入力し、
終了日を選択します。

キャンペーンの名前を入力し、
キャンペーンの作成日を選択し
ます。 

重要:寄稿者は、キャンペーンの
終了日以降は応募分析結果を提
出できません。

該当なし

ソースコードのスキャン、アン
ケートの回答、ドメインとアプ
リケーションの範囲を含めるこ
とを決定します。

ソースコード分析データを定性
的な情報で強化するために使用
される標準アンケートを 1 つ以
上選択してください。調査カテ
ゴリは、ビジネスへの影響、ソ
フトウェアメンテナンスの労力 
CloudReady、およびアプリケー
ションのプロパティです。キャ
ンペーン中に分析するドメイン
とアプリケーションを選択して
ください。 

重要:キャンペーンを開始する前
に、スキャンしたいすべてのア
プリケーションを [アプリケー
ションの管理] セクションに追加
してください。

該当なし

起動メッセージをカスタマイズ
します。

キャンペーン内のアプリケー
ションに関連するすべての投稿
者に電子メールで送信される起
動メッセージをカスタマイズし
ます。

該当なし

キャンペーンの作成。 [完了] を選択してキャンペーンを
開始します。

該当なし
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ソースコード分析

タスク 説明 必要なスキル

CAST Highlight ローカルエー
ジェントをダウンロードしてく
ださい。

CAST Highlight ポータルで [ア
プリケーションスキャン] を選
択し、ローカルエージェントを
ローカルコンピューターにダウ
ンロードします。

該当なし

ローカルエージェントをインス
トールします。

CASTHighlightSetup .exe インス
トールプログラムを起動し、表
示されるセットアップ手順に従
います。ローカルエージェント
をインストールすると、アプリ
ケーションを分析する準備が整
います。

該当なし

ローカルエージェントコードス
キャンの範囲を定義します。

コード分析はファイルレベルで
実行され、ファイル間の論理リ
ンクや依存関係は考慮されませ
ん。すべてのファイルは同等で
あり、アプリケーションの一部
とみなされます。 

正確で一貫した結果を得るに
は、ローカルエージェントで利
用できるファイルまたはフォル
ダーの除外機能を使用してコー
ドスキャンの範囲を準備してく
ださい。

該当なし

オープンソースまたは COTS 
パッケージを含めます。

(オプション) オープンソースまた
は商用 off-the-shelf (COTS) パッ
ケージを含める場合は、スキャ
ンする予定のフォルダーにそれ
らが含まれていることを確認し
てください。通常、外部ライブ
ラリは「3rd」などのサブフォル
ダーにまとめられ、メインコー
ドは「src/main」ファイルフォ
ルダーにあることがよくありま
す。

該当なし

テストクラスを除外します。 テストクラスは一般的にコンパ
イルされたアプリケーション
の一部ではないため、通常は
ソースコード分析から除外さ
れます。ただし、必要に応じて
スキャンに含めることもできま
す。

該当なし

SCM、ビルド、デプロイフォル
ダーを除外します。

より一貫した結果を得るには、
スキャンに SCM、ビルド、ま
たはデプロイフォルダー (.git 
や.svn ファイルなど) を含めない
ようにしてください。

該当なし
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

依存関係ファイルを含めてくだ
さい。

物理ファイルがスキャンする
フォルダーに含まれていないフ
レームワークや依存関係を調べ
たい場合は、依存関係ファイル 
(pom.xml、build.gradle、package.json、.vcsproj 
ファイルなど) を必ず含めてくだ
さい。

該当なし

ローカルエージェントを起動し
ます。

ローカルエージェントをローカ
ル Windows マシンで実行しま
す。

該当なし

ソースコードを保存するフォル
ダを選択します。

ソースコードを保存するフォル
ダを選択します。ローカルエー
ジェントが検出するフォルダ
を複数追加できます。ローカル
エージェントはネットワークパ
スによるソース検出をサポート
していますが、ソースフォルダ
がローカルマシンにあることを
確認する必要があります。 

重要:ソースフォルダーにファイ
ルが 10,000 個を超える場合は、
スキャンを複数回実行すること
をお勧めします。

該当なし

ファイル検出を開始します。 ローカルエージェントダッシュ
ボードで、「ファイルを検索」
を選択します。ローカルエー
ジェントは、フォルダーとサブ
フォルダー内のファイルを検出
し、それらのテクノロジーを検
出します。「キャンセル」ボタ
ンを選択すると、いつでも検出
をキャンセルできます。 

ファイル検出が完了すると、
ローカルエージェントは見つ
かったフォルダーとファイル
を一覧表示します。テクノロ
ジー列には、関連するテクノ
ロジーとファイル数が表示され
ます。パス列には、フォルダー
とファイルの場所が表示されま
す。

該当なし
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ソースコードのスキャン設定を
調整します。

(オプション) ローカルエージェ
ントスキャンを絞り込むには、
特定のフォルダーまたはファイ
ルの 1 つ以上のテクノロジーを
非アクティブ化できます。すべ
てのテクノロジーを無効にする
と、フォルダーまたはファイル
はスキャンの範囲から除外され
ます。 

テクノロジーを非アクティブ化
するには、非アクティブ化す
るテクノロジーの黄色のラベル
を選択します。ファイルまたは
フォルダーにカーソルを合わせ
たときにフィルターアイコンを
選択して、テクノロジーを特定
のファイルまたはフォルダーに
関連付けることもできます。こ
れらの設定は保存され、フォル
ダーまたはファイルの検索プロ
セスをスピードアップします。

該当なし

ソースコードのスキャンを開始
します。

スキャンを設定したら、[ファイ
ルをスキャン] を選択してスキャ
ンプロセスを開始します。

該当なし

緑色または灰色のラベルを確認
してください。

ソースコードのスキャンが完了
すると、フォルダレベルとファ
イルレベルでステータスラベル
が表示されます。 

緑色のラベルは、関連するテク
ノロジーでファイルが正しくス
キャンされたことを示します。 

灰色のラベルは、ファイルがス
キャンされておらず、除外さ
れていることを意味します。除
外の理由は、各ファイルのラベ
ルにカーソルを合わせると表示
されます。ファイル除外の理由
としては、バイナリファイル、
読み取り不能なファイル、見つ
からないファイル、外部ライブ
ラリ、エンコードされたファイ
ル、生成されたファイル、構文
エラー、期待される言語でない
コンテンツ、十分な分析基準に
準拠していないコード、サイズ
制限 (10 MB) を超えるファイ
ル、タイムアウトの問題、アナ
ライザーが使用できないなどが
あります。

該当なし
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

スキャン構成を変更し、コード
を再度スキャンします。

(オプション) スキャン設定を変更
し、[ファイルをスキャン] を選択
してファイルを再度スキャンで
きます。

該当なし

スキャン結果を確認します。 スキャン結果が要件を満たして
いる場合は、[結果の確認] を選択
します。

該当なし

ローカルエージェントが見つけ
たフレームワークとソフトウェ
アライブラリを表示します。

アプリケーションで使用または
参照され、コードスキャン中に
ローカルエージェントによって
検出されたフレームワークとソ
フトウェアライブラリを表示し
ます。 

最初のグループには、ローカル
エージェントによって公式に
参照および発見されたフレーム
ワークがリストされています。 

2 つ目のグループには、
ソースコードフォル
ダー (たとえば、Maven 
pom.xml、build.gradle、.vcproj、.json 
の依存ファイルなど) にある設
定ファイルを利用して、関連す
る可能性のあるフレームワーク
とライブラリが一覧表示されま
す。個々のスイッチボタンを選
択することで、これらのリスト
の要素を保持または無視できま
す。 

重要:フレームワークがオフに
なっている場合、そのフレーム
ワークはCAST Highlightポータル
に表示されず、アプリケーショ
ンにも添付されません。

該当なし

フレームワークまたはライブラ
リを手動で追加します。

(オプション) CAST Highlight 
で参照されていないフレーム
ワークまたはライブラリを手
動で追加できます。ローカル
エージェントで、+ アイコン
を選択し、テクノロジー、名
前、バージョン番号、機能タイ
プ、およびライセンスタイプ 
(MIT、Apache、LGPL など) を指
定します。「フレームワークを
確認」を選択して結果に追加し
ます。

該当なし
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

コードスキャン結果を保存しま
す。

ローカルエージェントは、テク
ノロジー別にグループ化された
コードスキャン結果の概要を表
示します。[結果を保存] を選択
し、結果を保存するフォルダー
を指定します。ローカルエー
ジェントは、すべての分析結果
を含む.zip ファイルをスキャンご
とに 1 つ生成します。 

ローカルエージェントは、
個別のテクノロジーとルー
トソースフォルダの数に応じ
て、FolderName.Technology.Date.csv 
命名構造を持つ 1 つまたは複数
の.csv ファイルを自動的に生成
します。

該当なし

コードスキャン結果をCAST 
Highlightポータルにアップロード
します。

CAST Highlight ポータルの「ア
プリケーションスキャン」セ
クションで分析したアプリケー
ションを選択します。[結果を
アップロード] を選択し、.csv 
ファイルを選択します。.csv 
ファイルを個別にアップロー
ドすることもできます。各ファ
イルがアップロードされると、
アップロードの記録が画面に表
示されます。

該当なし

必要に応じて、分析結果ファイ
ルを削除します。

(オプション) 分析結果ファイル
は、ゴミ箱アイコンを選択する
ことでアップロードプロセス中
にいつでも削除できます。 

重要:結果を削除できるのは、
ポートフォリオマネージャー権
限を持つユーザーまたは結果を
アップロードした寄稿者のみで
す。

該当なし

アプリケーションアンケートに
回答してください。

アンケートが必要なアプリケー
ションには、アンケートボタン
が表示されます。[Survey] を選
択し、アンケートの各セクショ
ンの質問に回答し、終了したら 
[Submit] を選択します。 

アンケートの進捗は、画面上部
に表示されます。すべての必須
情報が送信されたら、結果を送
信できます。ただし、すべての
質問に答えることで、組織の 
CAST Highlight インスタンスの
データを充実させることができ
ます。

該当なし
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

コードスキャンの結果を送信し
ます。

アプリケーションの.csv結果ファ
イルをすべてアップロードし、
アンケートの質問に回答した
ら、「アプリケーションスキャ
ン」セクションで「送信」を選
択します。このステップは、プ
ロセスを完了し、結果がCAST 
Highlightポータルで確認できるよ
うにするために必要です。

該当なし

結果の分析

タスク 説明 必要なスキル

CAST Highlightポータルのホーム
ページを見る.

CAST Highlight ポータルのホー
ムページには、ソフトウェア
ヘルス、ポートフォリオ全体の
オープンソース安全性スコアな
ど CloudReady、アプリケーショ
ンポートフォリオに関する高レ
ベルの情報が記載されたタイル
が含まれています。ホームペー
ジには、オンボードされたアプ
リケーションの数も含まれてい
ます。CAST Highlight の指標の
定義と測定方法の詳細について
は、「CAST Highlight — 指標と
方法論」(Microsoft PowerPoint 
プレゼンテーション) を参照して
ください。

該当なし

CloudReady ダッシュボードを表
示します。

CloudReady  CloudReady タイ
ルを選択してダッシュボードを
開きます。これは、アプリケー
ションのクラウド対応状況を評
価するための主要なポートフォ
リオレベルのダッシュボードで
す。クラウド移行のポートフォ
リオロードマップを計画および
開発するのに役立ちます。

該当なし

クラウド用ポートフォリオアド
バイザーダッシュボードを表示
します。

Portfolio Advisor for Cloud ダッ
シュボードは、アプリケーショ
ンを推奨される移行カテゴリ
に自動的に分類します。セグ
メンテーションは、各アプリ
ケーションの技術的特性に基づ
いています。要因には、ソース
コードの分析（クラウドへの対
応度、ソフトウェアの回復力な
ど）と、調査から得られたビジ
ネスへの影響が含まれます。右
上の [Compute] を選択して、最

該当なし
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
初のセグメンテーション推奨を
生成します。

ダッシュボード上部のグラフの
バブルは、ポートフォリオ内の
各アプリケーションを表し、推
奨されるセグメント別に整理さ
れています。各アプリケーショ
ンは、各アプリケーションの関
連指標を含むグラフの下のデー
タテーブルにも一覧表示されま
す。

推奨されるセグメントには次の
ものがあります。

• リホスト — IaaS（サービス
としてのインフラストラク
チャ）ソリューションを使用
してアプリケーションをクラ
ウドに移行するために、アプ
リケーションのインフラスト
ラクチャ構成を変更すること
を推奨します。

• リファクタリング — アーキ
テクチャや機能を変更せずに
アプリケーションコードを少
し変更して、コンテナアズア
サービス（CaaS）またはサー
ビスとしてのプラットフォー
ム（PaaS）ソリューションを
使用して移行できるようにす
ることを推奨します。

• 再構築 — アプリケーション
の健全性を向上させるために
アプリケーションコードを大
幅に修正し、PaaS ソリュー
ションを使用して移行の準
備をするか、Function as a 
Service（FaaS）ソリューショ
ンを使用してサーバーレスア
プリケーションとしてデプロ
イすることを推奨します。

• 再構築 — アプリケーションの
コードを破棄して、PaaS ソ
リューションを使用してクラ
ウドで再度開発するか、FaaS 
ソリューションを使用して
サーバーレスアプリケーショ
ンとして開発し直すことをお
勧めします。

• 廃止 — アプリケーションを完
全に破棄するか、場合によっ
ては商用サービスとしてのソ
フトウェア (SaaS) の代替手段
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
に置き換えることを推奨しま
す。

セグメンテーションの推奨事項
を変更します。

場合によっては、CAST Highlight 
が推奨するセグメントを変更す
ることもできます。これを行
うには、データテーブルでアプ
リケーションを参照し、アプリ
ケーション名の横にあるドロッ
プダウンリストから別のセグメ
ントを選択します。次に、右上
の [保存] を選択して変更を保存
します。

右上の [エクスポート] を選択し
て、いつでもこのデータをエク
スポートできます。

該当なし

分析するアプリケーションを選
択します。

Portfolio Advisor for Cloud ダッ
シュボードで、アプリケーショ
ンバブルを選択してそのアプリ
ケーションを分析します。テー
ブル内のバブルチャートの後に
表示されるアプリケーションの
名前を選択して、詳細な分析を
開始します。 

Code Insights（ソフトウェ
アヘルスパターン）、トレン
ド、ソフトウェアコンポジショ
ン（オープンソースリスク）
など、さまざまなダッシュボー
ドを使用して個々のアプリケー
ションを分析できます。

該当なし
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

CloudReady 個々のアプリケー
ションの結果を分析します。

CloudReadyタブを選択すると、 
CloudReady アプリケーション
の総合スコアが表示されます。
このスコアは、 CloudReady 
CloudReady アンケートの回答と
コードスキャンの組み合わせに
基づく加重平均です。アンケー
トの質問に対する回答は、タイ
ルの下の表に表示されます。 

CloudReady コードスキャン
結果を表示するには、「コー
ドスキャン」を選択します。 
CloudReady アプリケーション
コードがスキャンされたパター
ンのリストがあります。この
リストには、次の列が含まれま
す。 

• クラウド要件は特定のコード
パターンです。 

• テクノロジーはパターンのプ
ログラミング言語です。「イ
ンパクト」は、パターンが
アプリケーションに与える影
響です（C = コード、F = フ
レームワーク、A = アーキテク
チャ）。 

• 重大度は、移行前にこのパ
ターンに対処することの重
要性の程度として定義されま
す。 

• 貢献度は、 CloudReady こ
のパターンが総合スコアにど
のように寄与するかです。パ
ターンが緑色の場合はブース
ターとなり、 CloudReady ス
コアが上がります。パターン
が赤の場合はブロッカーとな
り、 CloudReady スコアが下
がります。パターンに色が付
いていない場合は、検出され
なかったブロッカーであり、 
CloudReady スコアが上がりま
す。 

• ロードブロッキングとは、ブ
ロッカーパターンが個々に
発生する回数です。ロード
ブロッキング番号を選択す
ると、パターンが検出された
ソースコードファイルのリス
トが表示されます。 

該当なし
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
• 東部標準時。 工数とは、各列

の障害を修復するのにかかる
推定日数です。

データを Microsoft Excel にエク
スポートします。

(オプション)「Excel にエクス
ポート」を選択し、データをエ
クスポートしてさらに分析しま
す。アプリケーション分析結果
データを使用して、アプリケー
ションのクラウド対応状況をさ
らに分析し、移行前にどのコー
ドを更新する必要があるかを判
断できます。

該当なし

推奨事項を表示します。 CloudReady コードスキャンの
横にある「推奨事項」を選択す
ると、クラウドサービスの推奨
画面が表示されます。これによ
り、アプリケーションがその特
性に基づいて採用できる AWS 
サービスが特定されます。

この手順を繰り返すと、分析し
たすべてのアプリケーションの
推奨事項が表示されます。

該当なし

関連リソース
キャンペーン管理

• CAST ハイライト — アプリケーションポートフォリオの設定 (ビデオ)

ソースコード分析

• CAST ハイライト — アプリケーションの評価 (ビデオ)

その他のリソース

• AWS Marketplace CAST ハイライト
• CAST Highlight — ドキュメント、製品チュートリアル、サードパーティツール
• CAST ハイライト — クラウド対応デモ (ビデオ)

DynamoDB TTL を使用して Amazon S3 に項目を
自動的にアーカイブする

タビー・ウォード (AWS) によって作成されました
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https://youtu.be/omDxt7hoth4
https://youtu.be/GLD8WDlb5pg
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/B081TN1PRR
https://doc.casthighlight.com/
https://youtu.be/CYA_YuEcjgI


AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

code repository:

• DynamoDB TLL を使用してア
イテムを S3 にアーカイブする

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:近代化、データ
ベース、サーバーレス、スト
レージとバックアップ、コスト
管理

ワークロード:オープンソース AWS サービス:Amazon 
S3、Amazon 
DynamoDB、Amazon 
Kinesis、AWS Lambda

概要
このパターンでは、Amazon DynamoDB テーブルから古いデータを削除し、Amazon Web Services 
(AWS) の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアーカイブする手順を説明していま
す。サーバー群を管理する必要はありません。 

このパターンは、Amazon DynamoDB 有効期限 (TTL) を使用して古い項目を自動的に削除し、Amazon 
DynamoDB ストリームを使用して TTL 期限が切れた項目をキャプチャします。次に、DynamoDB 
Streams を AWS Lambda に接続します。AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わず
にコードを実行します。 

DynamoDB ストリームに新しい項目が追加されると、Lambda 関数が開始され、そのデータが Amazon 
Kinesis Data Firehose 配信ストリームに書き込まれます。Kinesis Data Firehose は、データをアーカイブ
として Amazon S3 にロードするためのシンプルでフルマネージド型のソリューションを提供します。

DynamoDB は、ウェブページのクリックストリームデータや、センサーや接続デバイスからのモノのイン
ターネット (IoT) データなどの時系列データを保存するためによく使用されます。アクセス頻度の低い項
目を削除するよりも、監査目的でアーカイブしたいと考えるお客様も少なくありません。TTL では、タイ
ムスタンプ属性に基づいてアイテムが自動的に削除されるため、このアーカイブが簡単になります。 

TTL によって削除された項目は、DynamoDB Streams で識別できます。このデータは Lambda 関数で使用
して Amazon S3 バケットにアーカイブすることで、ストレージコストを削減できます。コストをさらに
削減するには、Amazon S3 ライフサイクルルールを作成して、データを (作成後すぐに) S3 Glacier インス
タント取得や S3 Glacier フレキシブル取得などの低コストのストレージクラスに自動的に移行したり、長
期保存用の Amazon S3 Glacier ディープアーカイブなどの低コストのストレージクラスにデータを移行し
たりできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) 1.7 以降。macOS、Linux、Windows にインストールおよび設

定されています。
• Python 3.7 以降
• Boto3、インストールおよび設定済み Boto3 がまだインストールされていない場合は、python -m pip 
install boto3コマンドを実行してインストールします。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon DynamoDB
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https://github.com/aws-samples/automatically-archive-items-to-s3-using-dynamodb-ttl
https://github.com/aws-samples/automatically-archive-items-to-s3-using-dynamodb-ttl
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html
http://aws.amazon.com/s3/storage-classes/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv1.html
https://www.python.org/downloads/release/python-370/
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/index.html
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Tools

• Amazon DynamoDB Streams
• Amazon Kinesis Data Firehose
• AWS Lambda
• Amazon S3

1. アイテムは TTL によって削除されます。
2. DynamoDB ストリームトリガーは Lambda ストリームプロセッサ関数を呼び出します。
3. Lambda 関数は、Kinesis Data Firehose 配信ストリームにレコードをバッチ形式で保存します。
4. データレコードは S3 バケットにアーカイブされます。

Tools
• AWS CLI-AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツール

です。
• Amazon DynamoDB — Amazon DynamoDB は、どのような規模でも 1 桁ミリ秒のパフォーマンスを実

現するキーバリューおよびドキュメントデータベースです。
• Amazon DynamoDB 有効期限 (TTL)-Amazon DynamoDB TTL は、項目ごとのタイムスタンプを定義し

て、項目が不要になる時期を特定するのに役立ちます。
• Amazon DynamoDB Streams-Amazon DynamoDB Streams は、DynamoDB テーブル内の項目レベルの

変更に関するシーケンスを時間順にキャプチャし、その情報を最大 24 時間ログに保存します。
• Amazon Kinesis Data Firehose — Amazon Kinesis Data Firehose は、ストリーミングデータをデータレ

イク、データストア、分析サービスに確実にロードする最も簡単な方法です。
• AWS Lambda — AWS Lambda では、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードを実行でき

ます。料金は、コンピューティングに使用した時間に対してのみ発生します。
• Amazon S3-Amazon S3-Simple Storage Service (Amazon S3) は、業界をリードするスケーラビリ

ティ、データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを業界をリードするオブジェクトストレー
ジサービスです。

Code

このパターンのコードは、DynamoDB TTL リポジトリを使用してアイテムを S3 GitHub にアーカイブする
ことで入手できます。

叙事詩
DynamoDB テーブル、TTL、および DynamoDB ストリームをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

DynamoDB テーブルを作成しま
す。

AWS CLI を使用して、という
テーブルを DynamoDB に作
成しますReservation。ラ
ンダム読み込み容量ユニット 
(RCU) と書き込み容量ユニッ
ト (WCU) を選択し、テーブ
ルにと 2ReservationID つ
の属性をテーブルに設定しま
すReservationDate。 

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/howitworks-ttl.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/APIReference/API_Types_Amazon_DynamoDB_Streams.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
https://github.com/aws-samples/automatically-archive-items-to-s3-using-dynamodb-ttl
https://github.com/aws-samples/automatically-archive-items-to-s3-using-dynamodb-ttl
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

aws dynamodb create-table \
--table-name Reservation \
--attribute-definitions 
 AttributeName=ReservationID,AttributeType=S 
 AttributeName=ReservationDate,AttributeType=N 
 \
--key-schema 
 AttributeName=ReservationID,KeyType=HASH 
 AttributeName=ReservationDate,KeyType=RANGE 
 \
--provisioned-throughput 
 ReadCapacityUnits=100,WriteCapacityUnits=100 

ReservationDateTTL をオン
にするときに使用されるエポッ
クタイムスタンプです。

DynamoDB TTL をオンにしま
す。

AWS CLIReservationDate を
使用して属性の DynamoDB TTL 
を有効にします。

aws dynamodb update-time-to-
live \
--table-name Reservation\ 
  --time-to-live-
specification 
 Enabled=true,AttributeName=ReservationDate

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

DynamoDB ストリームをオンに
します。

AWS CLI を使用し
て、Reservationストリーム
タイプを使用してテーブルの 
DynamoDBNEW_AND_OLD_IMAGES
ストリームを有効にします。 

aws dynamodb update-table \
--table-name Reservation \ 
  --stream-specification 
 StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES

このストリームには、新しいア
イテム、更新されたアイテム、
削除されたアイテム、および 
TTL によって削除されたアイテ
ムのレコードが含まれます。TTL 
によって削除された項目のレ
コードには、手動で削除され
た項目と区別するための追加の
メタデータ属性が含まれていま
す。TTLuserIdentity 削除の
フィールドは、DynamoDB サー
ビスが削除アクションを実行し
たことを示します。 

このパターンでは、TTL に
よって削除された項目だけが
アーカイブされますが、アー
カイブできるのはeventName
isREMOVE とuserIdentity
containsprincipalId
が等しいレコードだけで
すdynamodb.amazonaws.com。

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者

S3 バケットを作成および設定する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 AWS CLI を使用して、自分の 
AWS リージョンに宛先 S3 バ
ケットを作成し、us-east-1自
分のリージョンに置き換えま
す。 

aws s3api create-bucket \
--bucket 
 reservationfirehosedestinationbucket 
 \
--region us-east-1

名前空間はすべての AWS アカウ
ントによって共有されているた
め、S3 バケット名はグローバル

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
に一意であることを確認してく
ださい。

S3 バケットの 30 日間のライ
フサイクルポリシーを作成しま
す。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインして Amazon S3 
コンソール (Amazon S3 コン
ソール) を開きます。 

2. Kinesis Data Firehose からの
データを含む S3 バケットを
選択します。 

3. S3 バケットで、[管理] タブを
選択し、[ライフサイクルルー
ルを追加] を選択します。 

4. ライフサイクルルールダイア
ログボックスにルールの名前
を入力し、バケットに 30 日間
のライフサイクルルールを設
定します。

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者

Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Kinesis Data Firehose 配信ス
トリームを作成および設定しま
す。

CreateFireHoseToS3.py
GitHub コード例をリポジトリ
からダウンロードして編集しま
す。 

このコードは Python で書かれ
ており、Kinesis Data Firehose 
デリバリーストリームと AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) ロールを作成する方法を
示しています。IAM ロールに
は、Kinesis Data Firehose が宛
先 S3 バケットに書き込むため
に使用できるポリシーがありま
す。

スクリプトを実行するには、以
下のコマンドとコマンドライン
引数を使用します。

引数 
1=<Your_S3_bucket_ARN>、
これは以前に作成したバケッ
トの Amazon リソースネーム 
(ARN) です

引数 2= Kinesis Data 
Firehose の名前 
(firehose_to_s3_streamこの
パイロットが使用しています)

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
引数 3= あなたの IAM ロー
ル名 (このパイロットで
は、firehose_to_s3を使用し
ています)

python CreateFireHoseToS3.py 
 <Your_S3_Bucket_ARN> 
 firehose_to_s3_stream 
 firehose_to_s3

指定した IAM ロールが存在し
ない場合、スクリプトは信頼関
係ポリシーを使用してロールを
引き受けるポリシーと、十分な 
Amazon S3 アクセス権限を付
与するポリシーを作成します。
これらのポリシーの例について
は、「追加情報」セクションを
参照してください。

Kinesis Data Firehose 配信スト
リームを確認します。

AWS CLI を使用して Kinesis 
Data Firehose の配信ストリーム
を記述し、配信ストリームが正
常に作成されたことを確認しま
す。

aws firehose describe-
delivery-stream --
delivery-stream-name 
 firehose_to_s3_stream 

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者

Kinesis Data Firehose 配信ストリームを処理する Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数の信頼ポリシーを作
成します。

次の情報を含む信頼ポリシー
ファイルを作成します。

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

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
これにより、関数に AWS リソー
スにアクセスするためのアクセ
ス許可が関数に関数に付与され
ます。

Lambda 関数の実行ロールを作成
します。

実行ロールを作成するには、次
のコードを実行します。

aws iam create-role --role-
name lambda-ex --assume-
role-policy-document file://
TrustPolicy.json

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者

ロールに権限を追加します。 ロールに権限を追加するに
は、attach-policy-to-
roleコマンドを使用します。

aws iam attach-role-
policy --role-name 
 lambda-ex --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole
aws iam attach-role-
policy --role-name 
 lambda-ex --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
aws iam attach-role-
policy --role-name 
 lambda-ex --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonKinesisFirehoseFullAccess
aws iam attach-role-
policy --role-name 
 lambda-ex --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
IAMFullAccess 

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数の作成。 次のコマンドを実行し
て、LambdaStreamProcessor.pyコー
ドリポジトリからファイルを圧
縮します。

zip function.zip 
 LambdaStreamProcessor.py

Lambda 関数を作成するとき
は、Lambda 実行ロール ARN が
必要になります。ARN を取得す
るには、次のコードを実行しま
す。

aws iam get-role \
--role-name lambda-ex 

Lambda 関数を作成するには、次
のコードを実行します。

aws lambda create-
function --function-name 
 LambdaStreamProcessor \
--zip-file fileb://
function.zip --handler 
 LambdaStreamProcessor.handler 
 --runtime python3.8 \
--role {Your Lamda Execution 
 Role ARN}\ 
  --environment 
 Variables="{firehose_name=firehose_to_s3_stream,bucket_arn 
 = 
 arn:aws:s3:::reservationfirehosedestinationbucket,iam_role_name 
 = firehose_to_s3, 
 batch_size=400}"

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者

Lambda 関数のトリガーを設定し
ます。

AWS CLI を使用して、Lambda 
関数を呼び出すトリガー 
(DynamoDB Streams) を設定し
ます。バッチサイズを 400 に設
定するのは、Lambda の同時実行
の問題に遭遇しないようにする
ためです。

aws lambda create-event-
source-mapping --function-
name LambdaStreamProcessor \
--batch-size 400 --starting-
position LATEST \
--event-source-arn <Your 
 Latest Stream ARN From 
 DynamoDB Console>

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者
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関連リソース

関数をテストする

タスク 説明 必要なスキル

タイムスタンプが期限切れのア
イテムを予約テーブルに追加し
ます。

機能をテストするに
は、Reservation有効期限が
切れたエポックタイムスタン
プの項目をテーブルに追加しま
す。TTL はタイムスタンプに基
づいて項目を自動的に削除しま
す。 

Lambda 関数は DynamoDB 
Stream アクティビティで開始さ
れ、REMOVEイベントをフィルタ
リングしてアクティビティや削
除された項目を識別します。次
に、Kinesis Data Firehose 配信
ストリームにレコードをバッチ
形式で保存します。

Kinesis Data Firehose の
デリバリーストリーム
は、firehosetos3example/
year=current year/
month=current month/ 
day=current day/
hour=current hour/プレ
フィックスが付いた宛先 S3 バ
ケットにアイテムを転送しま
す。

重要:データ取得を最適
化するには、「追加情
報」ErrorOutputPrefix セク
ションに詳細が記載されている
ように、Prefixおよび Amazon 
S3 を設定します。

クラウドアーキテクト

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

すべてのリソースを削除しま
す。

すべてのリソースを削除して、
使用していないサービスに対し
て課金されることがなくなりま
す。 

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者

関連リソース
• ストレージのライフサイクルの管理
• Amazon S3 ストレージクラス
• AWS SDK for Python (Boto3) ドキュメント
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-lifecycle.html
http://aws.amazon.com/s3/storage-classes/
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/index.html
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追加情報

追加情報
Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成および設定する-ポリシーの例

Kinesis Data Firehose の信頼関係ポリシーのサンプルドキュメント

firehose_assume_role = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [ 
            { 
                'Sid': '', 
                'Effect': 'Allow', 
                'Principal': { 
                    'Service': 'firehose.amazonaws.com' 
                }, 
                'Action': 'sts:AssumeRole' 
            } 
        ] 
    }

S3 権限ポリシーの例

s3_access = { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "s3:AbortMultipartUpload", 
                    "s3:GetBucketLocation", 
                    "s3:GetObject", 
                    "s3:ListBucket", 
                    "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                    "s3:PutObject" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "{your s3_bucket ARN}/*", 
                    "{Your s3 bucket ARN}" 
                ] 
            } 
        ] 
    }

機能のテスト — Amazon S3 コンフィギュレーション

Amazon S3PrefixErrorOutputPrefix の設定は次のようになっており、データ取得を最適化するため
に選択されています。 

[PreFix] (プレフィックス)

firehosetos3example/year=! {timestamp: yyyy}/month=! {timestamp:MM}/day=! {timestamp:dd}/
hour=!{timestamp:HH}/

Kinesis Data Firehose は最初に S3firehosetos3example バケットの直下にというベースフォ
ルダーを作成します。次に、Java DateTimeFormatter形式を使用して!{timestamp:yyyy}、、!
{timestamp:MM}!{timestamp:dd}、!{timestamp:HH}およびという式を年、月、日、時間に基づい
て評価します。

たとえば、Unix エポックタイムでおおよその到着タイムスタンプが 1604683577 の場
合year=2020、month=11day=06、hour=05と評価されます。そのため、データレコードが配信される 
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https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/format/DateTimeFormatter.html
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Micro Focus エンタープライズサーバー PAC を構築

Amazon S3 内の場所が評価対象となりますfirehosetos3example/year=2020/month=11/day=06/
hour=05/。

ErrorOutputPrefix

firehosetos3erroroutputbase/!{firehose:random-string}/!{firehose:error-output-type}/!
{timestamp:yyyy/MM/dd}/

ErrorOutputPrefixその結果、S3firehosetos3erroroutputbase バケットの直下にベースフォ
ルダーが呼び出されます。式は、のような 11!{firehose:random-string}ztWxkdg3Thg 文字の
ランダムな文字列に評価されます。失敗したレコードが配信される Amazon S3 オブジェクトの場所
が評価される可能性がありますfirehosetos3erroroutputbase/ztWxkdg3Thg/processing-
failed/2020/11/06/。

Amazon EC2 Auto Scaling とSystems Manager を
使用して Micro Focus エンタープライズサーバー 
PAC を構築

ケビン・ヤン (AWS)、ピーター・ウッズ (マイクロフォーカス)、エイブラハム・ロンドン (マイクロ
フォーカス)、クリティカ・パラニ・セルヴァム (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: モダナイゼーショ
ン、 DevOpsクラウドネイティ
ブ、インフラストラクチャ

概要
このパターンでは、スケールアウトパフォーマンスおよび可用性クラスター（PAC）でMicro Focus 
Enterprise Serverを使用し、Amazon Web Services（AWS）上のAmazon EElastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scalingグループを使用するメインフレームアプリケーションにスケーラブルなアー
キテクチャを導入しています。このソリューションは、AWS Systems Manager と Amazon EC2 Auto 
Scaling ライフサイクルフックによって完全に自動化されています。このパターンを使用することで、容量
の需要に応じて自動的にスケールイン/スケールアウトを行うことで、メインフレームをオンラインおよび
バッチアプリケーションに設定して高い耐障害性を実現できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Micro Focusエンタープライズサーバーソフトウェアとライセンス。詳細については、Micro Focusセー

ルスにお問い合わせください。
• Micro Focus Enterprise Serverで実行するメインフレームアプリケーションを再構築して配信するという

概念を理解している。概要については、Micro Focus エンタープライズサーバーデータシートを参照し
てください。

• Micro Focus Enterprise Serverスケールアウトパフォーマンスおよび可用性クラスターの概念の理解。詳
細については、Micro Focus Enterprise Server のドキュメントを参照してください。
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• 継続的インテグレーション (CI) DevOps によるメインフレームアプリケーションの全体的な概念の理
解。AWSとMicro Focusによって開発されたAWS規範的ガイダンスパターンについては、「メインフ
レームのモダナイゼーション:Micro FocusによるAWS DevOps でのメインフレームのモダナイゼーショ
ン」を参照してください。

機能制限

• Micro Focus Enterprise Serverがサポートするプラットフォームのリストについては、Micro Focus エン
タープライズサーバーのデータシートを参照してください。

• このパターンで使用されるスクリプトとテストは Amazon EC2 Windows Server 2019 に基づいていま
す。他の Windows Server バージョンとオペレーティングシステムでは、このパターンではテストされ
ていません。

• このパターンは、Micro Focus Enterprise Server 6.0 for Windowsをベースとしています。このパターン
の開発では、それ以前のリリースまたはそれ以降のリリースはテストされていません。

製品バージョン

• マイクロフォーカスエンタープライズサーバー 6.0
• Windows Server 2019

アーキテクチャ
従来のメインフレーム環境では、アプリケーションと企業データをホストするハードウェアをプロビジョ
ニングする必要があります。季節ごと、月ごと、四半期ごと、あるいは前例のないまたは予期しない需
要の急増に対応し、それに対応するには、メインフレームユーザーは追加のストレージとコンピューティ
ング容量を購入してスケールアウトする必要があります。ストレージとコンピューティングキャパシティ
リソースの数を増やすと、全体的なパフォーマンスは向上しますが、スケーリングは直線的ではありませ
ん。

これは、Amazon EC2 Auto Scaling と Micro Focus エンタープライズサーバーを使用して AWS でオンデ
マンド消費モデルを採用し始めた場合は当てはまりません。以下のセクションでは、Amazon EC2 Auto 
Scaling グループを使用して Micro Focus Enterprise Server スケールアウトパフォーマンスおよび可用性ク
ラスター (PAC) を使用して、完全に自動化されスケーラブルなメインフレームアプリケーションアーキテ
クチャを構築する方法について詳しく説明します。 

Micro Focus エンタープライズサーバーの自動スケーリングアーキテクチャ

まず、Micro Focus Enterprise Serverの基本概念を理解することが重要です。この環境は、従来IBMメイン
フレーム上で実行されていたアプリケーション向けに、メインフレーム互換のx86デプロイメント環境を
提供します。オンライン実行とバッチ実行の両方、および以下をサポートするトランザクション環境を提
供します。

• IBM コボル
• IBM PL/I
• IBM JCL バッチジョブ
• IBM CICS トランザクションと IMS TM トランザクション
• ウェブサービス
• SORT を含む一般的なバッチユーティリティ

Micro Focus Enterprise Serverを使用すると、メインフレームアプリケーションを最小限の変更で実行でき
ます。既存のメインフレームワークロードを x86 プラットフォームに移行し、AWS クラウドネイティブ
拡張を活用して最新化することで、新しい市場や地域への迅速な拡張を実現できます。 
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AWS Prescriptive Guidance パターン：メインフレームのモダナイゼーション： DevOps AWS とMicro 
Focusは、Micro Focus Enterprise DeveloperとAWS とエンタープライズテストサーバーを使用し
て、AAWS CodePipeline でのメインフレームアプリケーションの開発とテストを加速するアーキテクチャ
を導入しました。 CodeBuild。このパターンでは、メインフレームアプリケーションを AWS 本番環境に
デプロイして、高い可用性と耐障害性を実現することに重点を置いています。

メインフレームの本番環境では、高いパフォーマンスと可用性を実現するために、メインフレームに IBM 
Parallel Sysplex をセットアップしたことがあるかもしれません。Sysplexに似たスケールアウトアーキテ
クチャを構築するために、Micro Focusはエンタープライズサーバーにパフォーマンスおよび可用性クラス
タ（PAC）を導入しました。PAC は、単一のイメージとして管理され、Amazon EC2 インスタンスでス
ケールアウトされた複数のエンタープライズサーバーリージョンへのメインフレームアプリケーションの
デプロイをサポートします。PACは、予測可能なアプリケーションパフォーマンスとシステムスループッ
トをオンデマンドでサポートします。 

PAC では、複数のエンタープライズサーバーインスタンスが 1 つの論理エンティティとして連携します。
したがって、あるエンタープライズサーバーインスタンスに障害が発生しても、容量は他のリージョンと
共有され、新しいインスタンスは Amazon EC2 Auto Scaling グループなどの業界標準機能を使用して自
動的に起動されるため、事業継続が妨げられることはありません。これにより、単一障害点が排除され、
ハードウェア、ネットワーク、アプリケーションの問題に対する耐障害性が向上します。スケールアウト
されたエンタープライズサーバーインスタンスは、エンタープライズサーバー共通ウェブ管理 (ESCWA) 
API を使用して運用および管理できるため、エンタープライズサーバーの運用保守と保守が簡単になりま
す。 

[Note:] (メモ:) Micro Focusでは、エンタープライズサーバーリージョンに障害が発生したり、メンテ
ナンスが必要になったりしても可用性が損なわれないように、パフォーマンスおよび可用性クラスタ
（PAC）を少なくとも3つのエンタープライズサーバーリージョンで構成することを推奨しています。

PAC 構成には、リージョンデータベース、クロスリージョンデータベース、およびオプションのデータ
ストアデータベースを管理するために、サポートされているリレーショナルデータベース管理サービス 
(RDBMS) が必要です。可用性とスケーラビリティを向上させるには、Micro Focus Database File Handler 
サポートを使用してデータストアデータベースを使用して仮想ストレージアクセスメソッド (VSAM) ファ
イルを管理する必要があります。サポートされている RDBMS には、次のものが含まれます。

• Microsoft SQL Server 2009 R2 以降
• PostgreSQL 10.x (Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションを含む)
• DB2 10.4 およびそれ以降

サポートされているRDBMSおよびPAC要件の詳細については、「Micro Focus エンタープライズサー
バー-前提条件」および「Micro Focus エンタープライズサーバー-推奨PAC構成」を参照してください。

次の図は、マイクロフォーカス PAC の典型的な AWS アーキテクチャ設定を示しています。 

コンポーネント 説明

1 エンタープライズサーバーインス
タンス自動スケーリンググループ

エンタープライズサーバーイン
スタンスとともに PAC にデプ
ロイされた自動スケーリング
グループを設定します。イン
スタンス数は、 CloudWatch メ
トリックスを使用して Amazon 
CloudWatch アラームによってス
ケールアウトまたはスケールイ
ン開始できます。
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2 エンタープライズサーバー 
ESCWA インスタンス自動スケー
リンググループ 

エンタープライズサーバー共
通ウェブ管理 (ESCWA) を使
用してデプロイされた自動ス
ケーリンググループを設定しま
す。ESCWA はクラスター管理 
API を提供します。  ESCWA
サーバーは、エンタープライズ
サーバーインスタンスの自動ス
ケーリングイベント中に、エン
タープライズサーバーを追加ま
たは削除したり、PAC内のエン
タープライズサーバーリージョ
ンを起動または停止したりする
コントロールプレーンとして機
能します。  ESCWA インスタン
スは PAC 管理にのみ使用される
ため、トラフィックパターンは
予測可能で、自動スケーリング
に必要な容量要件は 1 に設定で
きます。 

3 マルチ AZ セットアップの 
Amazon Aurora インスタンス

Enterprise Server インスタンス
間で共有されるユーザーデータ
ファイルとシステムデータファ
イルの両方をホストするように
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) を設定しま
す。

4 Amazon ElastiCache for Redis イ
ンスタンスとレプリカ

ユーザーデータをホスト
し、Enterprise Server インス
タンスのスケールアウトリポ
ジトリ (SOR) として機能する 
ElastiCache Redis プライマリ
インスタンスと少なくとも 1 つ
のレプリカをセットアップし
ます。特定のタイプのユーザー
データを保存するスケールアウ
トリポジトリを 1 つ以上設定
できます。  エンタープライズ
サーバーは、PAC の整合性を維
持するための要件である Redis 
NoSQL データベースを SOR と
して使用します。

5 Network Load Balancer Enterprise Server インスタンス
が提供するサービスに接続する
アプリケーションのホスト名を
指定するロードバランサーを設
定します (たとえば、3270 エ
ミュレータ経由でアプリケー
ションにアクセスする場合)。

これらのコンポーネントは、Micro Focus エンタープライズサーバー PAC クラスターの最小要件となりま
す。次のセクションでは、クラスター管理の自動化について説明します。

スケーリングAWS Systems Manager Automation を使用する
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PAC クラスターが AWS にデプロイされると、PAC はエンタープライズサーバー共通ウェブ管理 
(ESCWA) API を介して管理されます。 

自動スケーリングイベント中のクラスター管理タスクを自動化するには、Systems Manager 自動化ラン
ブックと Amazon EC2 Auto Scaling with Amazon を使用できます EventBridge。これらのオートメーショ
ンのアーキテクチャを次の図表に示しています。

コンポーネント 説明

1 自動スケーリングライフサイクル
フック

自動スケーリングライフサイク
ルフックを設定し、自動スケー
リンググループで新しいインス
タンスが起動し、 EventBridge 
既存のインスタンスが終了した
ときに Amazon に通知を送信し
ます。

2 アマゾン EventBridge 自動スケーリングイベントを 
Systems Manager オートメー
ションランブックのターゲッ
トにルーティングする Amazon 
EventBridge ルールを設定しま
す。

3 オートメーションランブック Windows PowerShell スクリプ
トを実行し、ESCWA API を呼
び出して PAC を管理するよう
に Systems Manager 自動化ラン
ブックを設定します。例につい
ては、「追加情報」セクション
を参照してください。

4 自動スケーリンググループのエ
ンタープライズサーバー ESCWA 
インスタンス

エンタープライズサーバー 
ESCWA インスタンスを自動ス
ケーリンググループに設定し
ます。ESCWA インスタンスは 
PAC を管理するための API を提
供します。 

Tools
• Micro Focus Enterprise Server — Micro Focus Enterprise Serverは、エンタープライズデベロッパーのあ

らゆる統合開発環境（IDE）バリアントで作成されたアプリケーションの実行環境を提供します。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションの負荷を処理するために適切な数の Amazon EC2 イン

スタンスを利用できるようにします。Auto Scaling グループと呼ばれる EC2 インスタンスの集合を作成
し、インスタンスの最小数と最大数を指定します。

• Amazon ElastiCache for Redis — Amazon ElastiCache は、クラウドでの分散型インメモリデータスト
アまたはインメモリキャッシュ環境のセットアップ、管理、およびスケーリングを行うウェブサービス
です。高性能でスケーラブルで費用対効果の高いキャッシュソリューションを提供します。

• Amazon RDS — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショ
ナルデータベースを簡単にセットアップ、および運用し、スケーリングすることのできるウェブサー
ビスです。リレーショナルデータベース向けに、コスト効率に優れた拡張機能を備え、一般的なデータ
ベース管理タスクを管理します。 
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• AWS Systems Manager — AWS Systems Manager は、AWS のインフラストラクチャを表示および
コントロールするために使用できる AWS のサービスです。Systems Manager コンソールを使用する
と、AWS のさまざまなサービスの運用データを表示させ、AWS リソース全体に関わる運用タスクを自
動化できます。Systems Manager は、マネージドインスタンス をスキャンし、検出されたポリシー違
反を報告（または是正措置を講じる）して、セキュリティとコンプライアンスを維持することができま
す。

叙事詩
Amazon Aurora インスタンスを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Aurora インスタンス用
の AWS CloudFormation テンプ
レートを作成します。

AWS サンプルコードスニペッ
トを使用して、Amazon Aurora 
PostgreSQL CloudFormation 互
換エディションインスタンスを
作成するテンプレートを作成し
ます。

クラウドアーキテクト

CloudFormation スタックをデプ
ロイして Amazon Aurora インス
タンスを作成します。

CloudFormation このテンプレー
トを使用して、本番環境のワー
クロードでマルチ AZ レプリ
ケーションが有効になっている 
Aurora PostgreSQL 互換インス
タンスを作成します。

クラウドアーキテクト

エンタープライズサーバーの
データベース接続設定を行いま
す。

Micro Focusのドキュメントの
指示に従って、Micro Focus
Enterprise Serverの接続文字列と
データベース構成を準備してく
ださい。

データエンジニア、 DevOps エ
ンジニア

Redis インスタンス用の Amazon ElastiCache クラスターを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Redis インスタンス用の Amazon 
CloudFormation ElastiCache ク
ラスターのテンプレートを作成
します。

AWS サンプルコードスニペット
を使用して、Redis ElastiCache 
インスタンス用の Amazon 
CloudFormation クラスターを作
成するテンプレートを作成しま
す。

クラウドアーキテクト

CloudFormation スタックをデプ
ロイして Redis インスタンス用
の Amazon ElastiCache クラス
ターを作成します。

本番環境のワークロードでマル
チ AZ レプリケーションが有効に
なっている Redis インスタンス
用に Amazon ElastiCache クラス
ターを作成します。

クラウドアーキテクト

エンタープライズサーバーの 
PSOR 接続設定を行います。

Micro Focusのドキュメントの指
示に従って、Micro Focusエン
タープライズサーバーPAC用の
PACスケールアウトリポジトリ

DevOps エンジニア

2049

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/AWS_RDS.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/AWS_RDS.html
https://www.microfocus.com/documentation/enterprise-developer/ed60/ES-WIN/GUID-40748F62-84B3-4B7B-8E96-5484ADEDFB5F.html
https://www.microfocus.com/documentation/enterprise-developer/ed60/ES-WIN/GUID-40748F62-84B3-4B7B-8E96-5484ADEDFB5F.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/AWS_ElastiCache.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/AWS_ElastiCache.html
https://www.microfocus.com/documentation/enterprise-developer/ed60/ES-WIN/GUID-2A420ADD-4CA6-472D-819F-371C037C0653.html
https://www.microfocus.com/documentation/enterprise-developer/ed60/ES-WIN/GUID-2A420ADD-4CA6-472D-819F-371C037C0653.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
（PSOR）接続構成を準備しま
す。

Micro Focus エンタープライズサーバー ESCWA 自動スケーリンググループの作
成

タスク 説明 必要なスキル

Micro Focus エンタープライズ
サーバー AMI を作成します。

Amazon EC2 Windows サーバー
インスタンスを作成し、EC2 イ
ンスタンスに Micro Focus エン
タープライズサーバーバイナリ
をインストールします。EC2 イ
ンスタンスの Amazon マシンイ
メージ (AMI) を作成します。詳
細については、Enterprise Server 
のインストールドキュメントを
参照してください。

クラウドアーキテクト

エンタープライズサーバー 
ESCWA CloudFormation のテン
プレートを作成します。

AWS サンプルコードスニペッ
トを使用して、自動スケーリン
ググループに Enterprise Server 
ESCWA のカスタムスタックを作
成するためのテンプレートを作
成します。

クラウドアーキテクト

CloudFormation スタックをデ
プロイして、エンタープライズ
サーバー ESCWA 用の Amazon 
EC2 スケーリンググループを作
成します。

CloudFormation テンプレート
を使用して、前のストーリーで
作成したMicro Focus Enterprise 
Server ESCWA AMIを使用して自
動スケーリンググループをデプ
ロイします。

クラウドアーキテクト

AWS Systems Manager Automation ランブックを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Systems Manager Automation 
CloudFormation ランブック用の
テンプレートを作成します。

追加情報セクションのサンプ
ルコードスニペットを使用し
て、PAC の作成、エンタープラ
イズサーバーのスケールイン、
エンタープライズサーバーのス
ケールアウトを自動化するため
の Systems Manager Automation 
CloudFormation ランブックを作
成するテンプレートを作成しま
す。

クラウドアーキテクト

Systems Manager Automation 
CloudFormation ランブックを含
むスタックをデプロイします。

CloudFormation このテンプレー
トを使用して、PAC の作成、
エンタープライズサーバーのス
ケールイン、エンタープライズ

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
サーバーのスケールアウトに関
する自動化ランブックを含むス
タックをデプロイします。

Micro Focus エンタープライズサーバーの自動スケーリンググループを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Micro Focus Enterprise 
CloudFormation Serverの自動ス
ケーリンググループを設定する
ためのテンプレートを作成しま
す。

AWS サンプルコードスニペッ
トを使用して、 CloudFormation 
自動スケーリンググループを作
成するテンプレートを作成しま
す。このテンプレートは、Micro 
Focus Enterprise Server ESCWA 
インスタンス用に作成されたも
のと同じ AMI を再利用します。 

次に、AWS サンプルコードスニ
ペットを使用して自動スケーリ
ングライフサイクルイベントを
作成し、 CloudFormation 同じ
テンプレートでスケールアウト
イベントとスケールインイベン
トをフィルタリングするように 
Amazon EventBridge を設定しま
す。

クラウドアーキテクト

Micro Focus CloudFormation エ
ンタープライズサーバーの自動
スケーリンググループのスタッ
クをデプロイします。

Micro Focus CloudFormation エ
ンタープライズサーバーの自動
スケーリンググループを含むス
タックをデプロイします。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• Micro Focus エンタープライズサーバーパフォーマンス＆アベイラビリティクラスタ (PAC) 
• Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック
• を使用したトリガーによるオートメーションの実行 EventBridge

追加情報
PAC クラスターのスケールインまたはスケールアウトを行うには、以下のシナリオを自動化する必要があ
ります。

PAC の起動または再作成の自動化

PACクラスタの開始時に、エンタープライズサーバはESCWAにAPIを呼び出してPAC構成を作成するよう
に要求します。これにより、エンタープライズサーバリージョンが起動し、PAC に追加されます。PAC 
を作成または再作成するには、次の手順に従います。 

1. ESCWAのPACスケールアウトリポジトリ (PSOR) を特定の名前で設定します。
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POST /server/v1/config/groups/sors

2. 指定された名前で PAC を作成し、それに PSOR をアタッチします。

POST /server/v1/config/groups/pacs

3. PAC を初めて設定する場合は、リージョンデータベースとクロスリージョンデータベースを設定しま
す。

[Note:] (メモ:) このステップでは、SQL クエリと Micro Focus Enterprise Suite コマンドライン
dbhfhadmin ツールを使用してデータベースを作成し、初期データをインポートします。

4. PAC 定義をエンタープライズサーバリージョンにインストールします。

POST /server/v1/config/mfds  
POST /native/v1/config/groups/pacs/${pac_uid}/install

5. PAC でエンタープライズサーバーリージョンを起動します。

POST /native/v1/regions/${host_ip}/${port}/${region_name}/start

前のステップは Windows PowerShell スクリプトを使用して実装できます。 

次の手順では、Windows PowerShell スクリプトを再利用して PAC を作成する自動化を構築する方法につ
いて説明します。

1. ブートストラッププロセスの一部として WindowsPowerShell スクリプトをダウンロードまたは作成す
る Amazon EC2 起動テンプレートを作成します。たとえば、EC2 ユーザーデータを使用して Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットからスクリプトをダウンロードできます。

2. Windows PowerShell スクリプトを呼び出すためAWS Systems Manager Automation ランブックを作成
します。

3. インスタンスタグを使用して、ランブックを ESCWA インスタンスに関連付けます。
4. 起動テンプレートを使用してESCWA自動スケーリンググループを作成します。 

以下の AWS CloudFormation スニペット例を使用して自動化ランブックを作成できます。

PAC の作成に使用される Systems Manager CloudFormation 自動化ランブックのサンプルスニペット

  PACInitDocument: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Command 
       Content: 
         schemaVersion: '2.2' 
         description: Operation Runbook to create Enterprise Server PAC 
         mainSteps: 
         - action: aws:runPowerShellScript 
           name: CreatePAC 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - |  
               C:\Scripts\PAC-Init.ps1 
  PacInitAutomation: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
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       DocumentType: Automation 
       Content: 
         description: Prepare Micro Focus PAC Cluster via ESCWA Server 
         schemaVersion: '0.3' 
         assumeRole: !GetAtt SsmAssumeRole.Arn 
         mainSteps: 
           - name: RunPACInitDocument 
             action: aws:runCommand 
             timeoutSeconds: 300 
             onFailure: Abort 
             inputs: 
               DocumentName: !Ref PACInitDocument 
               Targets: 
                 - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA 
                   Values: 
                     - "true" 
   PacInitDocumentAssociation: 
     Type: AWS::SSM::Association 
     Properties: 
       DocumentVersion: "$LATEST" 
       Name: !Ref PACInitDocument 
       Targets: 
         - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA 
           Values: 
             - "true"

詳細については、Micro Focusエンタープライズサーバー-PACの設定を参照してください。

新しいエンタープライズサーバーインスタンスによるスケールアウトの自動化

エンタープライズサーバーインスタンスをスケールアウトする場合、そのエンタープライズサーバーリー
ジョンをPACに追加する必要があります。次の手順では、ESCWA APIを呼び出し、エンタープライズサー
バ領域をPACに追加する方法について説明します。 

1. PAC 定義をエンタープライズサーバリージョンにインストールします。

POST '/server/v1/config/mfds'
POST /native/v1/config/groups/pacs/${pac_uid}/install

2. PAC のリージョンをウォームスタートします。

POST /native/v1/regions/${host_ip}/${port}/${region_name}/start

3. 自動スケーリンググループをロードバランサーに関連付けることで、Enterprise Server インスタンスを
ロードバランサーに追加します。

前のステップは Windows PowerShell スクリプトを使用して実装できます。詳細については、Micro Focus
エンタープライズサーバー-PACの設定を参照してください。

次の手順を使用すると、Windows PowerShell スクリプトを再利用して、新しく起動した Enterprise 
Server インスタンスを PAC に追加するイベント駆動型の自動化を構築できます。 

1. ブートストラップ中にエンタープライズサーバーリージョンをプロビジョニングするエンタープライ
ズサーバーインスタンス用の Amazon EC2 起動テンプレートを作成します。たとえば、Micro Focus 
Enterprise Serverのコマンド mfds を使用してリージョン構成をインポートできます。このコマンドの
詳細と使用可能なオプションについては、『エンタープライズサーバーリファレンス』を参照してくだ
さい。

2. 前のステップで作成した起動テンプレートを使用して Enterprise Server Auto Scaling グループを作成し
ます。

3. Windows PowerShell スクリプトを呼び出すためのSystems Manager 自動化ランブックを作成します。 
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4. インスタンスタグを使用して、ランブックを ESCWA インスタンスに関連付けます。
5. エンタープライズサーバーの自動スケーリンググループの EC2 インスタンス起動成功イベントをフィ

ルタリングする Amazon EventBridge ルールを作成し、自動化ランブックを使用するターゲットを作成
します。

CloudFormation 次のサンプルスニペットを使用して、 EventBridge 自動化ランブックとルールを作成でき
ます。

エンタープライズサーバーインスタンスのスケールアウトに使用される Systems Manager 
CloudFormation のサンプルスニペット

  ScaleOutDocument: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Command 
       Content: 
         schemaVersion: '2.2' 
         description: Operation Runbook to Adding MFDS Server into an existing PAC  
         parameters: 
           MfdsPort: 
             type: String 
           InstanceIpAddress: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
           InstanceId: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
         mainSteps: 
         - action: aws:runPowerShellScript 
           name: Add_MFDS 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "300" 
             runCommand: 
             - | 
               $ip = "{{InstanceIpAddress}}" 
               if ( ${ip} -eq "Not-Available" ) { 
                 $ip = aws ec2 describe-instances --instance-id {{InstanceId}} --output 
 text --query "Reservations[0].Instances[0].PrivateIpAddress" 
               }             
               C:\Scripts\Scale-Out.ps1 -host_ip ${ip} -port {{MfdsPort}} 
  
   PacScaleOutAutomation: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Automation 
       Content: 
         parameters: 
           MfdsPort: 
             type: String 
           InstanceIpAddress: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
           InstanceId: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
         description: Scale Out 1 New Server in Micro Focus PAC Cluster via ESCWA Server 
         schemaVersion: '0.3' 
         assumeRole: !GetAtt SsmAssumeRole.Arn 
         mainSteps: 
           - name: RunScaleOutCommand 
             action: aws:runCommand 
             timeoutSeconds: 300 
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             onFailure: Abort 
             inputs: 
               DocumentName: !Ref ScaleOutDocument 
               Parameters: 
                 InstanceIpAddress: "{{InstanceIpAddress}}" 
                 InstanceId: "{{InstanceId}}" 
                 MfdsPort: "{{MfdsPort}}" 
               Targets: 
                 - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA 
                   Values: 
                     - "true"

エンタープライズサーバーインスタンスのスケーリングの自動化

スケールアウトと同様に、エンタープライズサーバーインスタンスがスケールインされると、イベント
EC2インスタンス終了ライフサイクルアクションが開始され、Micro Focus Enterprise Serverインスタンス
をPACから削除するには、次のプロセスとAPIコールが必要になります。 

1. 終了するエンタープライズサーバーインスタンスのリージョンを停止します。

POST "/native/v1/regions/${host_ip}/${port}/${region_name}/stop"

2. エンタープライズサーバーインスタンスを PAC から削除します。

DELETE "/server/v1/config/mfds/${uid}"

3. シグナルを送信して、エンタープライズサーバーインスタンスの終了を続行します。

前のステップは Windows PowerShell スクリプトで実装できます。このプロセスの詳細については、Micro 
Focus Enterprise Server ドキュメント-PAC の管理を参照してください。

次の手順では、Windows PowerShell スクリプトを再利用して PAC から Enterprise Server インスタンスを
終了するイベント駆動型の自動化を構築する方法について説明します。 

1. Windows PowerShell スクリプトを呼び出すためのSystems Manager 自動化ランブックを作成します。
2. インスタンスタグを使用して、ランブックを ESCWA インスタンスに関連付けます。
3. EC2 インスタンス終了用の自動スケーリンググループライフサイクルフックを作成します。
4. エンタープライズサーバーの自動スケーリンググループの EC2 インスタンス終了ライフサイクルアク

ションイベントをフィルタリングする Amazon EventBridge ルールを作成し、自動化ランブックを使用
するターゲットを作成します。 

Systems Manager 自動化ランブック、ライフサイクルフック、 EventBridge およびルールを作成するに
は、 CloudFormation 次のサンプルテンプレートを使用できます。

エンタープライズサーバーインスタンスのスケーリングに使用される Systems Manager CloudFormation 
自動化ランブックのサンプルスニペット

  ScaleInDocument: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Command 
       Content: 
         schemaVersion: '2.2' 
         description: Operation Runbook to Remove MFDS Server from PAC  
         parameters: 
           MfdsPort: 
             type: String 
           InstanceIpAddress: 
             type: String 
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             default: "Not-Available" 
           InstanceId: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
         mainSteps: 
         - action: aws:runPowerShellScript 
           name: Remove_MFDS 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             runCommand: 
             - | 
               $ip = "{{InstanceIpAddress}}" 
               if ( ${ip} -eq "Not-Available" ) { 
                 $ip = aws ec2 describe-instances --instance-id {{InstanceId}} --output 
 text --query "Reservations[0].Instances[0].PrivateIpAddress" 
               }             
               C:\Scripts\Scale-In.ps1 -host_ip ${ip} -port {{MfdsPort}} 
  
   PacScaleInAutomation: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Automation 
       Content: 
         parameters: 
           MfdsPort: 
             type: String 
           InstanceIpAddress: 
             type: String 
             default: "Not-Available"             
           InstanceId: 
             type: String 
             default: "Not-Available"                 
         description: Scale In 1 New Server in Micro Focus PAC Cluster via ESCWA Server 
         schemaVersion: '0.3' 
         assumeRole: !GetAtt SsmAssumeRole.Arn 
         mainSteps: 
           - name: RunScaleInCommand 
             action: aws:runCommand 
             timeoutSeconds: "600" 
             onFailure: Abort 
             inputs: 
               DocumentName: !Ref ScaleInDocument 
               Parameters: 
                 InstanceIpAddress: "{{InstanceIpAddress}}" 
                 MfdsPort: "{{MfdsPort}}" 
                 InstanceId: "{{InstanceId}}" 
               Targets: 
                 - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA 
                   Values: 
                     - "true" 
           - name: TerminateTheInstance 
             action: aws:executeAwsApi 
             inputs: 
               Service: autoscaling 
               Api: CompleteLifecycleAction 
               AutoScalingGroupName: !Ref AutoScalingGroup 
               InstanceId: "{{ InstanceId }}" 
               LifecycleActionResult: CONTINUE 
               LifecycleHookName: !Ref ScaleInLifeCycleHook

Amazon EC2 自動スケーリングトリガーの自動化

Enterprise Server インスタンスのスケーリングポリシーを設定するプロセスでは、アプリケーションの動
作を理解する必要があります。ほとんどの場合、ターゲット追跡スケーリングポリシーを設定できます。
たとえば、平均 CPU 使用率を Amazon CloudWatch メトリックスとして使用して、自動スケーリングポ
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Amazon OpenSearch Service でマルチテナ
ントのサーバーレスアーキテクチャを構築

リシーを設定できます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のターゲット追跡スケーリング ポ
リシー」を参照してください。トラフィックパターンが規則的なアプリケーションでは、予測スケーリン
グポリシーの使用を検討してください。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling の予測スケーリン
グ」を参照してください。 

Amazon OpenSearch Service でマルチテナントの
サーバーレスアーキテクチャを構築

タビー・ウォード (AWS) とニシャ・ガンビル (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:モダナイゼーショ
ン、SaaS、サーバーレス

ワークロード:オープンソース

AWS サービス: OpenSearch 
アマゾンサービス、AWS 
Lambda、Amazon S3、Amazon 
API Gateway

概要
Amazon OpenSearch Service は、ポピュラーなオープンソース検索および分析エンジンである 
Elasticsearch を簡単にデプロイ、運用、スケールするためのマネージド型サービスです。Amazon 
OpenSearch Serviceでは、ログやメトリックスなどのストリーミングデータについて、フリーテキスト検
索のほか、ほぼリアルタイムの取り込みとダッシュボード作成が可能です。

サービスとしてのソフトウェア (SaaS) プロバイダーは、複雑さとダウンタイムを軽減しながら、ス
ケーラブルで安全な方法で顧客インサイトを得るなど、幅広いユースケースに対応するために Amazon 
OpenSearch Service を頻繁に使用しています。

Amazon OpenSearch Service をマルチテナント環境で使用すると、SaaS ソリューションのパーティショ
ニング、分離、デプロイ、管理に影響する一連の考慮事項が生じます。SaaS プロバイダーは、絶えず変
化するワークロードに合わせて Elasticsearch クラスターを効果的にスケーリングする方法を検討する必要
があります。また、階層化やノイズの多い隣接条件がパーティショニングモデルにどのような影響を与え
るかを考慮する必要があります。

このパターンでは、Elasticsearch コンストラクトを使用してテナントデータを表現および分離する
ために使用されるモデルを確認します。さらに、このパターンでは、マルチテナント環境で Amazon 
OpenSearch Service を使用してインデックス作成と検索を行う例として、単純なサーバーレスのリファレ
ンスアーキテクチャに焦点を当てています。テナントのデータ分離を維持しながら、すべてのテナント間
で同じインデックスを共有するプールデータ分割モデルを実装しています。このパターンでは、Amazon 
API Gateway、AWS Lambda、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon Service 
(Amazon S3)、および Amazon Service の Amazon Web Services (AWS) OpenSearch サービスを使用しま
す。

プールモデルとその他のデータ分割モデルの詳細については、「追加情報 (p. 2084)」セクションを参照し
てください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
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アーキテクチャ

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.x。macOS、Linux、または Windows にインス
トールおよび設定されています。

• Python バージョン 3.7
• pip3 — Python ソースコードは、Lambda 関数にデプロイされる.zip ファイルとして提供されます。コー

ドをローカルで使用したり、カスタマイズしたりする場合は、次の手順に従ってソースコードを開発お
よび再コンパイルしてください。
1. Python スクリプトと同じディレクトリで次のコマンドを実行して、requirements.txtファイルを

生成します。pip3 freeze > requirements.txt
2. 依存関係をインストールします。pip3 install -r requirements.txt

機能制限

• このコードは Python で実行され、現在他のプログラミング言語をサポートしていません。 
• サンプルアプリケーションには、AWS クロスリージョンサポートやディザスタリカバリ (DR) サポート

は含まれていません。 
• このパターンは、デモンストレーション専用のパターンです。本番環境での使用を目的としたものでは

ありません。

アーキテクチャ
以下の図に、このパターンのアーキテクチャの概要を示します。このアーキテクチャには次のものが含ま
れます。

• AWS Lambda によるコンテンツのインデックス作成とクエリの実行 
• 検索を実行する Amazon OpenSearch サービス 
• ユーザーとの API インタラクションを提供する Amazon API ゲートウェイ
• 未処理の (インデックス付けされていない) データを保存するための Amazon S3
• CloudWatch アマゾンがログを監視する
• AWS Identity and Access Management (IAM) でテナントロールとポリシーを作成する

自動化とスケーリング

簡単にするために、このパターンでは AWS CLI を使用してインフラストラクチャをプロビジョニ
ングし、サンプルコードをデプロイします。AWS CloudFormation テンプレートまたは AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK) スクリプトを作成してパターンを自動化できます。

Tools
AWS サービス

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して 
AWS サービスとリソースを管理するための統合ツールです。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行でき
るようにするコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり
数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。

• Amazon API Gateway — Amazon API Gateway は、あらゆる規模の REST、HTTP、および WebSocket 
API を作成、公開、管理、モニタリング、およびセキュア化するための AWS のサービスです。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、いつでもウェブ上の任意の場所から、任意の量の情
報を格納および取得できるオブジェクトストレージサービスです。
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エピック

• Amazon OpenSearch Service — Amazon OpenSearch Service はフルマネージド型サービスであり、こ
れにより Elasticsearch を簡単にデプロイ、セキュア化、および大規模にコスト効率よく実行できます。

Code

添付ファイルには、このパターンのサンプルファイルが記載されています。具体的には次のとおりです。

• index_lambda_package.zip— プールモデルを使用して Amazon OpenSearch サービスのデータを
インデックス化するための Lambda 関数。

• search_lambda_package.zip— OpenSearch アマゾンサービスでデータを検索するための Lambda 
関数。

• Tenant-1-data— Tenant-1 の未加工 (インデックスなし) データのサンプル。
• Tenant-2-data— Tenant-2 の未加工 (インデックスなし) データのサンプル。

重要:このパターンのストーリーには、UNIX、Linux、および macOS 用にフォーマットされた CLI コマン
ドの例が含まれています。Windows の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット 
(^) に置き換えてください。

エピック
S3 バケットを作成して設定する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 AWS リージョンに S3 バケッ
トを作成します。このバケット
には、サンプルアプリケーショ
ンのインデックス化されていな
いテナントデータが格納されま
す。S3 バケットの名前はすべて
の AWS アカウントによって共有
されているため、S3 バケットの
名前はグローバルに一意である
ことを確認してください。

S3 バケットを作成するに
は、AWS CLI の [create-bucket] 
コマンドを使用します。

aws s3api create-bucket \ 
  --bucket tenantrawdata \ 
  --region <your-AWS-Region>

tenantrawdataはS3 バケット
名です。(バケット命名ガイドラ
インに従った任意の固有の名前
を使用できます)。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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エピック

Elasticsearch クラスターの作成と設定

タスク 説明 必要なスキル

Amazon OpenSearch サービスド
メインを作成します。

AWS CLI create-elasticsearch-
domain OpenSearch コマンドを
実行してアマゾンサービスドメ
インを作成します。

aws es create-elasticsearch-
domain \ 
  --domain-name vpc-cli-
example \ 
  --elasticsearch-version 
 7.10 \ 
  --elasticsearch-
cluster-config 
 InstanceType=t3.medium.elasticsearch,InstanceCount=1 
 \ 
  --ebs-options 
 EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=10 
 \ 
  --domain-endpoint-options 
 "{\"EnforceHTTPS\": true}" 
 \ 
  --encryption-at-rest-
options "{\"Enabled\": 
 true}" \ 
  --node-to-node-encryption-
options "{\"Enabled\": 
 true}" \ 
  --advanced-security-
options "{\"Enabled\": true, 
 \"InternalUserDatabaseEnabled
\": true, \ 
    \"MasterUserOptions
\": {\"MasterUserName\": 
 \"KibanaUser\", \ 
    \"MasterUserPassword\": 
 \"NewKibanaPassword@123\"}}" 
 \ 
  --vpc-options 
 "{\"SubnetIds\": 
 [\"<subnet-id>\"], 
 \"SecurityGroupIds\": 
 [\"<sg-id>\"]}" \ 
  --access-policies 
 "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [ { \"Effect\": \"Allow
\", \  
    \"Principal\": {\"AWS\": 
 \"*\" }, \"Action\":\"es:*
\", \ 
    \"Resource\": 
 \"arn:aws:es:region:account-
id:domain\/vpc-cli-example\/
*\" } ] }"

ドメインはテスト用であるた
め、インスタンス数は 1 に設
定されています。ドメインの

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
作成後は詳細を変更できない
ため、advanced-security-
optionsパラメータを使用して
きめ細かなアクセス制御を有効
にする必要があります。 

このコマンドは、Kibana コ
ンソールへのログインに使用
できるマスターユーザー名 
(KibanaUser) とパスワードを作
成します。

ドメインは仮想プライベートク
ラウド (VPC) の一部であるた
め、使用するアクセスポリシー
を指定して Elasticsearch インス
タンスにアクセスできることを
確認する必要があります。

詳細については、AWS ドキュメ
ントの VPC を使用して Amazon 
OpenSearch Service ドメインを
起動するを参照してください。
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タスク 説明 必要なスキル

拠点ホストをセットアップしま
す。

Kibana コンソールにアクセス
するための拠点ホストとして 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の Windows イ
ンスタンスをセットアップし
ます。Elasticsearch セキュリ
ティグループは Amazon EC2 セ
キュリティグループからのトラ
フィックを許可する必要があり
ます。手順については、ブログ
記事「踏み台サーバーを使用し
た EC2 インスタンスへのネット
ワークアクセスの制御」 を参照
してください。

拠点ホストが設定され、インス
タンスに関連付けられているセ
キュリティグループが使用可能
になったら、AWS CLI authorize-
security-group-ingressコマンドを
使用して Elasticsearch セキュリ
ティグループにアクセス権限を
追加し、Amazon EC2 (要塞ホス
ト) セキュリティグループからの
ポート 443 を許可します。

aws ec2 authorize-security-
group-ingress \ 
  --group-id 
 <SecurityGroupIdfElasticSearch> 
 \  
  --protocol tcp \ 
  --port 443 \ 
  --source-group 
 <SecurityGroupIdfBashionHostEC2>

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

Lambda インデックス関数を作成して設定する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 実行ロールを作成しま
す。

AWS CLI create-role コマンドを
実行して、Lambda インデックス
関数に AWS のサービスとリソー
スへのアクセスを許可します。

aws iam create-role \ 
  --role-name index-lambda-
role \ 
  --assume-role-
policy-document file://
lambda_assume_role.json

wherelambda_assume_role.json
は、次のように 

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
LambdaAssumeRole 関数にアク
セス権限を付与する現在のフォ
ルダー内の JSON ドキュメント
です。

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

管理ポリシーを Lambda ロール
にアタッチします。

AWS CLI attach-role-policyコマ
ンドを実行して、前のステップ
で作成したロールにマネージド
ポリシーをアタッチします。こ
れら 2 つのポリシーは、elastic 
network interface 作成したり、 
CloudWatch ログにログを書き込
んだりする権限をロールに与え
ます。

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name index-lambda-
role \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name index-lambda-
role \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

Lambda インデックス関数に S3 
オブジェクトを読み取る権限を
与えるポリシーを作成します。

AWS CLI の create-
policy コマンドを実行し
て、S3s3:GetObject バケット
内のオブジェクトを読み取る権
限を Lambda インデックス関数
に付与します。

aws iam create-policy \ 
  --policy-name s3-
permission-policy \ 
  --policy-document file://
s3-policy.json

s3-policy.jsonこのファ
イルは現在のフォルダーに
ある JSON ドキュメント
で、S3s3:GetObject オブ
ジェクトへの読み取りアクセ
スを許可する権限を付与しま
す。S3 バケットを作成したと
きに別の名前を使用した場合
は、Resource 次のセクション
に正しいバケット名を入力して
ください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
           "Effect": 
 "Allow", 
           "Action": 
 "s3:GetObject", 
           "Resource": 
 "arn:aws:s3:::tenantrawdata/
*" 
        } 
    ]
}

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 アクセス権限ポリ
シーを Lambda 実行ロールにア
タッチします。

AWS CLI attach-role-policyコマ
ンドを実行して、前のステップ
で作成した Amazon S3 アクセス
ポリシーを Lambda 実行ロール
にアタッチします。

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name index-lambda-
role \ 
  --policy-arn <PolicyARN>

PolicyARNはここで、は 
Amazon S3 アクセス許可ポリ
シーの Amazon リソースネーム 
(ARN) です。この値は、前述の
コマンドの出力から取得できま
す。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

Lambda インデックス関数を作成
します。

AWS CLI の create-function コマ
ンドを実行して、 OpenSearch 
アマゾンサービスにアクセスす
る Lambda インデックス関数を
作成します。

aws lambda create-function \ 
  --function-name index-
lambda-function \ 
  --zip-file fileb://
index_lambda_package.zip \ 
  --handler 
 lambda_index.lambda_handler 
 \ 
  --runtime python3.7 \ 
  --role 
 "arn:aws:iam::account-
id:role/index-lambda-role" \ 
  --timeout 30 \ 
  --vpc-config "{\"SubnetIds
\": [\"<subnet-id1\>", 
 \"<subnet-id2>\"], \ 
    \"SecurityGroupIds\": 
 [\"<sg-1>\"]}"

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 が Lambda インデッ
クス関数を呼び出すことを許可
します。

AWS CLI の add-permission コ
マンドを実行して Amazon S3 に 
Lambda インデックス関数を呼び
出す権限を付与します。

aws lambda add-permission \ 
  --function-name index-
lambda-function \ 
  --statement-id s3-
permissions \ 
  --action 
 lambda:InvokeFunction \ 
  --principal 
 s3.amazonaws.com \ 
  --source-arn 
 "arn:aws:s3:::tenantrawdata" 
 \ 
  --source-account 
 "<account-id>" 

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

Amazon S3 イベントに Lambda 
トリガーを追加します。

Amazon S3ObjectCreated イ
ベントが検出されたら、AWS 
CLI put-bucket-notification-
configurationコマンドを実行して 
Lambda インデックス関数に通知
を送信します。インデックス関
数は、オブジェクトが S3 バケッ
トにアップロードされるたびに
実行されます。 

aws s3api put-bucket-
notification-configuration \ 
  --bucket tenantrawdata \ 
  --notification-
configuration file://s3-
trigger.json

s3-trigger.jsonこ
のファイルは、Amazon 
S3ObjectCreated イベント
の発生時に Lambda 関数にリ
ソースポリシーを追加する現在
のフォルダー内の JSON ドキュ
メントです。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

Lambda 検索関数を作成して設定する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 実行ロールを作成しま
す。

AWS CLI create-role コマンドを
実行して、Lambda 検索関数に 
AWS のサービスとリソースへの
アクセスを許可します。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

aws iam create-role \ 
  --role-name search-lambda-
role \ 
  --assume-role-
policy-document file://
lambda_assume_role.json

wherelambda_assume_role.json
は、次のように 
LambdaAssumeRole 関数にアク
セス権限を付与する現在のフォ
ルダー内の JSON ドキュメント
です。

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

管理ポリシーを Lambda ロール
にアタッチします。

AWS CLI attach-role-policyコマ
ンドを実行して、前のステップ
で作成したロールにマネージド
ポリシーをアタッチします。こ
れら 2 つのポリシーは、elastic 
network interface 作成したり、 
CloudWatch ログにログを書き込
んだりする権限をロールに与え
ます。

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name search-lambda-
role \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name search-lambda-
role \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

Lambda 検索関数を作成します。 AWS CLI の create-function コマ
ンドを実行して、 OpenSearch 
アマゾンサービスにアクセスす
る Lambda 検索関数を作成しま
す。

aws lambda create-function \ 
  --function-name search-
lambda-function \ 
  --zip-file fileb://
search_lambda_package.zip \ 
  --handler 
 lambda_search.lambda_handler 
 \ 
  --runtime python3.7 \ 
  --role 
 "arn:aws:iam::account-
id:role/search-lambda-role" 
 \ 
  --timeout 30 \ 
  --vpc-config "{\"SubnetIds
\": [\"<subnet-id1\>", 
 \"<subnet-id2>\"], \ 
    \"SecurityGroupIds\": 
 [\"<sg-1>\"]}"

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

テナントロールの作成と設定

タスク 説明 必要なスキル

テナントの IAM ロールを作成し
ます。

AWS CLI create-role コマンドを
実行して、検索機能のテストに
使用する 2 つのテナントロール
を作成します。

aws iam create-role \ 
  --role-name Tenant-1-role 
 \ 
  --assume-role-policy-
document file://assume-role-
policy.json

aws iam create-role \ 
  --role-name Tenant-2-role 
 \ 
  --assume-role-policy-
document file://assume-role-
policy.json

assume-role-policy.jsonこ
のファイルは現在のフォルダー
にある JSON ドキュメント
で、LambdaAssumeRole 実行
ロールにアクセス権限を付与し
ます。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                 "AWS": 
 "<Lambda execution role for 
 index function>", 
                 "AWS": 
 "<Lambda execution role for 
 search function>" 
             }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

テナント IAM ポリシーを作成し
ます。

AWS CLI の create-policy コマン
ドを実行して、Elasticsearch オ
ペレーションへのアクセスを許
可するテナントポリシーを作成
します。

aws iam create-policy \ 
  --policy-name tenant-
policy \ 
  --policy-document file://
policy.json

policy.jsonファイルは現在の
フォルダ内の JSON ドキュメン
トです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "es:ESHttpDelete", 
                
 "es:ESHttpGet", 
                
 "es:ESHttpHead", 
                
 "es:ESHttpPost", 
                
 "es:ESHttpPut", 
                
 "es:ESHttpPatch" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "<ARN 
 of Elasticsearch domain 
 created earlier>" 
            ] 
        } 
    ]
}

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

2070

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/iam/create-policy.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
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タスク 説明 必要なスキル

テナント IAM ポリシーをテナン
トロールにアタッチします。

AWS CLI attach-role-policyコマ
ンドを実行して、前のステップ
で作成した 2 つのテナントロー
ルにテナント IAM ポリシーをア
タッチします。

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/tenant-policy \ 
  --role-name Tenant-1-role

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/tenant-policy \ 
  --role-name Tenant-2-role

ポリシー ARN は前のステップの
出力の返されたものです。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

IAM ポリシーを作成し
て、Lambda にロールを引き受け
るアクセス権限を付与します。

AWS CLI の create-policy コマン
ドを実行して、Lambda がテナン
トロールを引き継ぐためのポリ
シーを作成します。

aws iam create-policy \ 
  --policy-name assume-
tenant-role-policy \ 
  --policy-document file://
lambda_policy.json

lambda_policy.jsonこ
のファイルは現在のフォル
ダー内の JSON ドキュメント
で、AssumeRole次の権限を付
与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
       { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
  "sts:AssumeRole", 
            "Resource": 
 "<ARN of tenant role 
 created earlier>" 
       } 
    ]
}

ではResource、ワイルドカード
文字を使用すると、テナントご
とに新しいポリシーを作成する
必要がなくなります。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

2072

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/iam/create-policy.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

IAM ポリシーを作成し
て、Lambda インデックスロー
ルに Amazon S3 にアクセスする
ためのアクセス許可を付与しま
す。

AWS CLI の create-policy コマン
ドを実行して、Lambda インデッ
クスロールに S3 バケット内のオ
ブジェクトにアクセスする権限
を付与します。

aws iam create-policy \ 
  --policy-name s3-
permission-policy \ 
  --policy-document file://
s3_lambda_policy.json

s3_lambda_policy.jsonファ
イルは、現在のフォルダ内の 
JSON ポリシードキュメントで
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "s3:GetObject", 
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::tenantrawdata/
*" 
        } 
    ]
}

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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Lambda 実行ロールにポリシーを
アタッチします。

AWS CLI attach-role-policyコマ
ンドを実行して、前のステップ
で作成したポリシーを、前に作
成した Lambda インデックスお
よび検索実行ロールにアタッチ
します。

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/assume-tenant-
role-policy \ 
  --role-name index-lambda-
role

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/assume-tenant-
role-policy \ 
  --role-name search-lambda-
role

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/s3-permission-
policy \ 
  --role-name index-lambda-
role

ポリシー ARN は前のステップの
出力の返されたものです。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

検索 API を作成して設定する

タスク 説明 必要なスキル

API Gateway で REST API を作
成します。

CLI create-rest-apiコマンドを実
行して REST API リソースを作
成します。

aws apigateway create-rest-
api \ 
  --name Test-Api \ 
  --endpoint-configuration 
 "{ \"types\": [\"REGIONAL
\"] }"

エンドポイント設定タイプで
は、特定の AWSEDGEREGIONAL
リージョンの代わりにエッジロ
ケーションを使用するよう指定
できます。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
idコマンド出力のフィールド
の値に注意してください。これ
は、以降のコマンドで使用する 
API ID です。

検索 API のリソースを作成しま
す。

検索 API リソースは、リソース
名を使用して Lambdasearch 検
索関数を起動します。(Lambda 
index 関数は、オブジェクトが 
S3 バケットにアップロードさ
れると自動的に実行されるた
め、API を作成する必要はありま
せん)。

1. AWS CLI の get-resources コ
マンドを実行して、ルートパ
スの親 ID を取得します。

aws apigateway get-
resources \ 
  --rest-api-id <API-ID>

ID フィールドの値をメモして
おきます。この親 ID を次のコ
マンドで使用します。

{ 
    "items": [ 
        { 
            "id": 
 "zpsri964ck", 
            "path": "/" 
        } 
    ]
}

2. AWS CLI create-resource コ
マンドを実行して、検索 API 
のリソースを作成します。に
はparent-id、前述のコマン
ドの ID を指定します。

aws apigateway create-
resource \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --parent-id <Parent-ID> 
 \ 
  --path-part search

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

検索 API の GET メソッドを作成
します。

AWS CLI の put-method コマン
ドを実行して、検索 APIGET  用
のメソッドを作成します。

aws apigateway put-method \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --resource-id <ID from the 
 previous command output> \ 
  --http-method GET \ 
  --authorization-type 
 "NONE" \ 
  --no-api-key-required

にはresource-id、create-
resourceコマンドの出力から 
ID を指定します。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

検索 API 用のメソッドレスポン
スを作成します。

AWS CLI put-method-responseコ
マンドを実行して、検索 API の
メソッドレスポンスを追加しま
す。

aws apigateway put-method-
response \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --resource-id  <ID from 
 the create-resource command 
 output> \ 
  --http-method GET \ 
  --status-code 200 \ 
  --response-models 
 "{\"application/json\": 
 \"Empty\"}"

には resource-id、create-
resource前のコマンドの出力か
らの ID を指定します。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

検索 API のプロキシ Lambda 
インテグレーションを設定しま
す。

AWS CLI コマンドの put-
integration コマンドを実行し
て、Lambda 検索関数との統合を
セットアップします。

aws apigateway put-
integration \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --resource-id  <ID from 
 the create-resource command 
 output> \ 
  --http-method GET \ 
  --type AWS_PROXY \ 
  --integration-http-method 
 GET \ 
  --uri 
 arn:aws:apigateway:region:lambda:path/2015-03-31/
functions/
arn:aws:lambda:<region>:<account-
id>:function:<function-
name>/invocations

にはresource-id、create-
resource前のコマンドの ID を
指定します。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

API Gateway に Lambda 検索
関数を呼び出す権限を付与しま
す。

AWS CLI add-permission コマン
ドを実行して、API Gateway に
検索機能を使用する権限を付与
します。

aws lambda add-permission \ 
  --function-name <function-
name> \ 
  --statement-id apigateway-
get \ 
  --action 
 lambda:InvokeFunction \ 
  --principal 
 apigateway.amazonaws.com \ 
  --source-arn 
 "arn:aws:execute-
api:<region>:<account-
id>:api-id/*/GET/search

の代わりに別の API リソース名
を使用した場合は、source-
arnsearchパスを変更してくだ
さい。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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検索 API をデプロイします。 AWS CLI create-deploy コマンド
を実行して、dev以下の名前のス
テージリソースを作成します。

aws apigateway create-
deployment \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --stage-name dev

API を更新すると、同じ CLI コ
マンドを使用して同じステージ
に再デプロイできます。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

Kibana ロールの作成と設定

タスク 説明 必要なスキル

Kibana コンソールにログインし
ます。

1. Kibana へのリンク
は、Amazon OpenSearch 
Service コンソールのドメイ
ンダッシュボードにありま
す。URL の形式は:<domain-
endpoint>/_plugin/
kibana/です。

2. 最初のエピックで設定した拠
点ホストを使用して Kibana コ
ンソールにアクセスします。

3. Amazon OpenSearch Service 
ドメインを作成した前のス
テップのマスターユーザー
名とパスワードを使用して 
Kibana コンソールにログイン
します。

4. テナントを選択するよう求め
られたら、[Private] を選択し
ます。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

Kibana ロールを作成して設定し
ます。

データを分離し、あるテナント
が別のテナントのデータを取得
できないようにするには、テナ
ントがテナント ID を含むドキュ
メントのみにアクセスできるよ
うにするドキュメントセキュ
リティを使用する必要がありま
す。

1. Kibana コンソールのナビゲー
ションペインで、「セキュリ
ティ」、「ロール」を選択し
ます。

2. 新しいテナントロールを作成
します。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

2078

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/apigateway/create-deployment.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/apigateway/create-deployment.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
3. クラスターアクセスを

設定します。これによ
りindices_all、Amazon 
OpenSearch Service Index に
対する作成、読み込み、更
新、削除 (CRUD) アクセスが
付与されます。 

4. インデックスへのイン
デックス権限を制限しま
す。tenant-data(インデッ
クス名は Lambda 検索関数と
インデックス関数の名前と一
致する必要があります)。 

5. ユーザーがすべてのインデッ
クス関連操作を実行できるよ
うにするにはindices_all、
インデックス権限をに設定し
ます。（要件に応じて、操
作を制限してよりきめ細か
くアクセスすることができま
す）。

6. ドキュメントレベルのセキュ
リティを確保するには、次の
ポリシーを使用してテナント
IDでドキュメントをフィルタ
リングし、共有インデックス
内のテナントにデータを分離
します。

{ 
  "bool": { 
    "must": { 
      "match": { 
        "TenantId": 
 "Tenant-1" 
      } 
    } 
  }
}

インデックス名、プロパ
ティ、値は大文字と小文字が
区別されます。
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エピック
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ユーザーをロールにマッピング
します。

1. ロールの [マップされたユー
ザー] タブを選択し、[ユー
ザーのマッピング] を選択しま
す。

2. バックエンドロールセクショ
ンで、前に作成した IAM テ
ナントロールの ARN を指定
し、[マップ] を選択します。
これにより IAM テナントロー
ルが Kibana ロールにマッ
ピングされ、テナント固有
の検索ではそのテナントの
データのみが返されます。
たとえば、Tenant-1 の IAM 
ロール名がの場合Tenant-1-
Role、Tenant-1 Kibana ロー
ルの「バックエンドロール」
ボックスにTenant-1-Role
(「テナントロールの作成と設
定」エピックから) の ARN を
指定します。

3. テナント 2 についてもステッ
プ 1 と 2 を繰り返します。

テナントのオンボーディング時
に、テナントロールと Kibana 
ロールの作成を自動化すること
をお勧めします。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

テナントデータインデックスを
作成します。

ナビゲーションペインの [管
理] で [開発ツール] を選択し、
次のコマンドを実行します。
このコマンドは、tenant-
dataTenantIdプロパティの
マッピングを定義するインデッ
クスを作成します。

PUT /tenant-data
{ 
  "mappings": { 
    "properties": { 
      "TenantId": { "type": 
 "keyword"} 
    } 
  }
}

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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エピック

Amazon S3 と AWS STS Security 用の VPC エンドポイントの作成

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 用の VPC エンドポ
イントを作成します。

AWS CLI create-vpc-endpointコ
マンドを実行して Amazon S3 
の VPC エンドポイントを作成
します。エンドポイントによ
り、VPC の Lambda インデック
ス関数が Amazon S3 サービス
にアクセスできるようになりま
す。

aws ec2 create-vpc-endpoint 
 \ 
  --vpc-id <VPC-ID> \ 
  --service-name 
 com.amazonaws.us-east-1.s3 
 \ 
  --route-table-ids <route-
table-ID>

にはvpc-id、Lambda インデッ
クス関数に使用している VPC 
を指定します。にはservice-
name、Amazon S3 エンドポイ
ントの正しい URL を使用して
ください。にはroute-table-
ids、VPC エンドポイントに関
連付けられているルートテーブ
ルを指定します。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

AWS STS 用の VPC エンドポイ
ントを作成します。

AWS Security Token Service 
(AWS STS) 用の VPC エンドポ
イントを作成します。create-
vpc-endpointエンドポイントに
より、VPC 内の Lambda イン
デックスおよび検索機能が AWS 
STS サービスにアクセスできる
ようになります。これらの関数
は IAM ロールを引き受けるとき
に AWS STS を使用します。

aws ec2 create-vpc-endpoint 
 \ 
  --vpc-id <VPC-ID> \ 
  --vpc-endpoint-type 
 Interface \ 
  --service-name 
 com.amazonaws.us-east-1.sts 
 \ 
  --subnet-id <subnet-ID> \ 
  --security-group-id 
 <security-group-ID>

にはvpc-id、Lambda インデッ
クス関数と検索関数に使用し
ている VPC を指定します。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
にsubnet-id、このエンドポ
イントを作成するサブネットを
指定します。にはsecurity-
group-id、このエンドポイン
トを関連付けるセキュリティグ
ループを指定します。(Lambda 
が使用するセキュリティグルー
プと同じ場合もあります)。

マルチテナントとデータ分離のテスト

タスク 説明 必要なスキル

索引関数と検索機能の Python 
ファイルを更新します。

1. index_lambda_package.zipファ
イルで、ファイルを編
集して AWS アカウント 
ID、AWS リージョン、お
よび Elasticsearch エンド
ポイント情報を更新しま
す。 lamba_index.py

2. search_lambda_package.zipファ
イルで、ファイルを編
集して AWS アカウント 
ID、AWS リージョン、お
よび Elasticsearch エンド
ポイント情報を更新しま
す。lambda_search.py

Elasticsearch エンドポイント
は Amazon OpenSearch サー
ビスコンソールの「概要」タ
ブから取得できます。<AWS-
Region>.es.amazonaws.com次
のような形式です。

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者

Lambda コードを更新します。 AWS CLI update-function-codeコ
マンドを使用して、Python ファ
イルに加えた変更で Lambda 
コードを更新します。

aws lambda update-function-
code \ 
  --function-name index-
lambda-function \ 
  --zip-file fileb://
index_lambda_package.zip

aws lambda update-function-
code \ 
  --function-name search-
lambda-function \ 
  --zip-file fileb://
search_lambda_package.zip

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者
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タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットに未処理データを
アップロードします。

AWS CLI cp コマンドを使用し
て、Tenant-1 オブジェクトと 
Tenant-2tenantrawdata オブ
ジェクトのデータをバケットに
アップロードします (この目的で
作成した S3 バケットの名前を指
定します)。

aws s3 cp tenant-1-data 
 s3://tenantrawdata
aws s3 cp tenant-2-data 
 s3://tenantrawdata

S3 バケットは、データがアップ
ロードされるたびに Lambda イ
ンデックス関数を実行するよう
に設定されているため、ドキュ
メントは Elasticsearch でイン
デックス化されます。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

Kibana コンソールからデータを
検索します。

Kibana コンソールで、以下のク
エリを実行します。

GET tenant-data/_search

このクエリは、Elasticsearch で
インデックス化されたすべての
ドキュメントを表示します。こ
の場合、テナント 1 とテナント 
2 の 2 つの別々のドキュメントが
表示されます。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

API Gateway から検索 API をテ
ストします。

1. API Gateway コンソールで、
検索 API を開き、GET検索リ
ソース内のメソッドを選択し
て、[テスト] を選択します。

2. テストウィンドウで、テナン
ト ID に次のクエリ文字列 (大
文字と小文字を区別) を入力
し、[テスト] を選択します。

TenantId=Tenant-1

Lambda 関数は、ドキュメン
トレベルのセキュリティに
基づいてテナントドキュメ
ントをフィルタリングするク
エリを Amazon OpenSearch 
Service に送信します。このメ
ソッドは、Tenant-1 に属する
ドキュメントを返します。

3. クエリ文字列を次のように変
更します。

TenantId=Tenant-2

このクエリは、Tenant-2 に
属するドキュメントを返しま
す。

画面の図については、「追加情
報 (p. 2084)」セクションを参照
してください。

クラウドアーキテクト、アプリ
開発者

関連リソース
• AWS SDK for Python (Boto3)
• AWS Lambda ドキュメント
• Amazon API Gateway ドキュメント
• Amazon S3 ドキュメント
• OpenSearch アマゾンサービスドキュメント

• Amazon OpenSearch Service のきめ細かなアクセスコントロール
• Amazon OpenSearch Service を用いて検索アプリケーションを作成する
• VPC 内で Amazon OpenSearch Service ドメインを起動する

追加情報
データ分割モデル
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追加情報

マルチテナントシステムで使用される一般的なデータ分割モデルには、サイロ、プール、ハイブリッドの 
3 つがあります。選択するモデルは、環境のコンプライアンス、ノイズの多い隣人、運用、隔離のニーズ
によって異なります。

サイロモデル

サイロモデルでは、各テナントのデータは、テナントデータが混在しない個別のストレージエリアに保存
されます。Amazon OpenSearch Service でサイロモデルを実装するには、テナントごとのドメインとテナ
ントごとのインデックスという 2 つのアプローチを使用できます。

• テナントごとのドメイン — テナントごとに個別の Amazon OpenSearch Service ドメイン 
(Elasticsearch クラスターと同義) を使用できます。各テナントを独自のドメインに配置すると、データ
をスタンドアロン構成にすることに関連するすべてのメリットが得られます。ただし、このアプローチ
では管理とアジリティの課題が生じます。分散型であるため、テナントの運営状況や活動の集計や評価
が難しくなります。これはコストのかかるオプションであり、各Amazon OpenSearch Serviceドメイン
には、本番環境のワークロード用に最低でも3つのマスターノードと2つのデータノードが必要です。

• テナントごとのインデックス — Amazon OpenSearch Service クラスター内の個別のインデックスにテ
ナントデータを配置できます。この方法では、インデックス名の前にテナント識別子を付加して、イン
デックスを作成して名前を付けるときにテナント識別子を使用します。テナントごとのインデックスア
プローチにより、テナントごとに完全に個別のクラスターを導入することなく、サイロ化された目標を
達成できます。ただし、この方法ではより多くのシャードが必要になり、マスターノードがより多くの
割り当てと再調整を処理する必要があるため、インデックスの数が増えるとメモリ不足が発生する可能
性があります。

サイロモデルでの分離 — サイロモデルでは、IAM ポリシーを使用して、各テナントのデータを保持するド
メインまたはインデックスを分離します。これらのポリシーは、あるテナントが別のテナントのデータに
アクセスすることを防ぎます。サイロ分離モデルを実装するには、テナントリソースへのアクセスを制御
するリソースベースのポリシーを作成できます。これは多くの場合、Elasticsearch インデックスや API な
ど、プリンシパルがドメインのサブリソースに対して実行できるアクションを指定するドメインアクセス
ポリシーです。IAM ID ベースのポリシーでは、Amazon OpenSearch Service 内のドメイン、インデック
ス、または API に対して許可または拒否するアクションを指定できます。IAMAction  ポリシーのエレメ
ントは、そのポリシーにより許可または拒否される特定のアクションを説明し、Principal エレメント
は影響を受けるアカウント、ユーザー、またはロールを指定します。

次のサンプルポリシーでは、Tenant-1tenant-1 にドメイン上のサブリソースへのフルアクセス権 (で
指定es:*) のみを付与します。/*Resource エレメントの末尾は、このポリシーがドメイン自体ではな
く、ドメインのサブリソースに適用されることを示しています。このポリシーが有効になっている場合、
テナントは新しいドメインを作成したり、既存のドメインの設定を変更したりすることはできません。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Principal": { 
            "AWS": "arn:aws:iam::aws-account-id:user/Tenant-1" 
         }, 
         "Action": "es:*", 
         "Resource": "arn:aws:es:Region:account-id:domain/tenant-1/*" 
      } 
   ]
}
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テナントをインデックスサイロモデルごとに実装するには、このサンプルポリシーを変更して、インデッ
クス名を指定して Tenant-1 を指定した 1 つまたは複数のインデックスにさらに制限する必要がありま
す。次のサンプルポリシーは、Tenant-1tenant-index-1 をインデックスに制限します。 

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Principal": { 
            "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Tenant-1" 
         }, 
         "Action": "es:*", 
         "Resource": "arn:aws:es:Region:account-id:domain/test-domain/tenant-index-1/*" 
      } 
   ]
}

プールモデル

プールモデルでは、すべてのテナントデータが同じドメイン内のインデックスに保存されます。テナント
識別子はデータ (ドキュメント) に含まれてパーティションキーとして使用されるため、どのデータがどの
テナントに属しているかを判断できます。このモデルにより、管理オーバーヘッドが軽減されます。プー
ルされたインデックスの操作と管理は、複数のインデックスを管理するよりも簡単で効率的です。ただ
し、テナントデータは同じインデックス内に混在しているため、サイロモデルによる自然なテナント分離
は失われます。このアプローチでは、ノイジー・ネイバー効果によりパフォーマンスが低下することもあ
ります。

プールモデルにおけるテナント分離 — 一般に、テナント分離はプールモデルに実装するのが困難です。サ
イロモデルで使用されている IAM メカニズムでは、ドキュメントに保存されているテナント ID に基づい
て分離を記述することはできません。

別のアプローチとして、オープンディストリビューションが提供する Elasticsearch 用のきめ細かなアク
セス制御 (FGAC) サポートを使用する方法があります。FGAC では、インデックス、ドキュメント、また
はフィールドレベルでアクセス許可を制御できます。FGAC はリクエストごとにユーザーの認証情報を評
価し、ユーザーを認証するか、アクセスを拒否します。FGAC はユーザーを認証すると、そのユーザーに
マッピングされているすべてのロールを取得し、付与されるすべての許可を使用してリクエストの処理方
法を決定します。 

プールモデルで必要な分離を実現するには、インデックス内のドキュメントのサブセットに役割を制限で
きるドキュメントレベルのセキュリティを使用できます。次のサンプルロールは、クエリを Tenant-1 に制
限します。このロールをTenant-1に適用することで、必要な分離を実現できます。 

{ 
   "bool": { 
     "must": { 
       "match": { 
         "tenantId": "Tenant-1" 
       } 
     } 
   } 
 }

ハイブリッドモデル

ハイブリッドモデルでは、同じ環境でサイロモデルとプールモデルを組み合わせて使用し、各テナント階
層（無料、標準、プレミアム階層など）に独自のエクスペリエンスを提供します。各階層は、プールモデ
ルで使用されていたのと同じセキュリティプロファイルに従います。
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ハイブリッドモデルにおけるテナント分離 — ハイブリッドモデルでは、ドキュメントレベルでFGACセ
キュリティモデルを使用することでテナントを分離できるプールモデルと同じセキュリティプロファイル
に従います。この戦略はクラスター管理を簡素化し、俊敏性を高めますが、アーキテクチャの他の側面を
複雑にします。たとえば、各テナントにどのモデルが関連付けられているかを判断するには、コードがさ
らに複雑になります。また、単一テナントのクエリによってドメイン全体が飽和状態になったり、他のテ
ナントのエクスペリエンスが低下したりしないようにする必要があります。 

API Gateway でのテスト

Tenant-1 クエリのテストウィンドウ

Tenant-2 クエリのテストウィンドウ

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Lambda 拡張機能を使用してシークレットを
キャッシュする

ハリ・オーム・プラサス・ラジャゴパル（AWS）、カラン・シャー（AWS）、ギリダール・シャム・サン
カララマン（AWS）によって作成されました

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: モダナイゼーショ
ン、クラウドネイティブ、サー
バーレス、ソフトウェア開発と
テスト

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: AWS Lambda

概要
このパターンは、AWS Lambda 関数に必要なシークレットをキャッシュする HTTP サーバーをホストする
方法を示しています。Lambda

• ローカルの HTTP サーバーをホストします。このサーバーは、AWS Secrets Manager から直接シーク
レットを取得するのではなく、Lambda 関数によって呼び出されてシークレットを取得します。

• Lambda 関数内の config.yaml ファイルを使用して、メモリにキャッシュする必要があるシークレットの
リストを取得します。

• 環境変数に設定された値 (分単位)CACHE_TIMEOUT に基づいてシークレットキャッシュを更新します。
値が指定されていない場合、デフォルトは 10 になります。
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前提条件と制限

この拡張は、次のユースケースに役立ちます。

• Lambda 関数がシークレットを読み取るために Secrets Manager にアクセスする必要がある場合、シー
クレットは Lambda の最初のリクエストの一部として取得されるのではなく、拡張機能の起動時に
キャッシュされます。これはコールドスタートを回避するのに役立ちます。 

• Lambda 関数は、デプロイパッケージの一部である設定ファイル (config.yaml) を使用して、どの
シークレットをキャッシュするかを指定します。

• Lambda 関数を使用すると、Lambda 環境変数として設定できるメモリ内キャッシュの有効期限が切れ
ます。

• ビジネス側では、Secrets Manager の値の読み取りと書き込みに /tmp ストレージを使用する代わりに、
キャッシュレイヤーをメモリ内で管理できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定された AWS Command Line Interface 

(AWS CLI) バージョン 1.7 以降。
• Zip ユーティリティがローカルシステムにインストールされています。
• 添付ファイルセクションにあるコード。このコードには、Lambda エクステンションをレイヤーとして

作成するためのコードが含まれています。詳細は「追加情報」セクションにあります。

アーキテクチャ
アーキテクチャ

次の図は、すべてのコンポーネントの概要を示しています。

1. シークレットは Lambdaconfig.yaml 関数のデプロイパッケージ内で定義されたファイルに基づいて
キャッシュされ、キャッシュは環境変数に基づいて更新されます。

2. 内部で指定されたキーに基づいてconfig.yaml、シークレットは Secrets Manager から読み込まれ、
メモリ内にキャッシュされます。

3. Lambda 関数は拡張機能に HTTP GET 呼び出しを行うことでシークレットを読み取り、拡張機能はメモ
リ内キャッシュから値を返します。

エクステンションの初期化とキャッシュからのシークレットの読み取り

次のシーケンス図は、Lambda エクステンションの初期化と、エクステンション内でホストされている 
HTTP サーバーを使用して Lambda 関数がキャッシュされたシークレットを読み取る方法を示していま
す。

Lambda 関数とエクステンション内のイベントシーケンスには以下が含まれます。

1. エクステンションは、ライフサイクルに基づいて Lambda 関数の前に最初に初期化されます。初期化の
一環として、エクステンションはデフォルトの path (/var/task) にある Lambdaconfig.yaml 関数
からファイルを読み取り、キャッシュする必要があるシークレットのリストを取得します。
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Tools

2. エクステンションに取得が必要なキーのリストがある場合、Secrets Manager を呼び出してすべての
シークレット (で指定config.yaml) を取得し、それらをメモリに保存します。

3. 拡張はローカル HTTP サーバーを起動します。
4. シークレット値を取得するために、Lambda <secretname>関数はエクステンションに対して HTTP 

GET: /cache/ 呼び出しを行います。

[Note:] (メモ:) ウェブサーバーは Lambda ランタイム環境でローカルで使用できます。Lambda m この
例はキャッシュとローカルで通信できることを示すためのものなので、これは問題ないと仮定します。

5. この拡張機能は、secretnameパスパラメータに基づいてキャッシュされた値を Lambda 関数に返しま
す。

[Technology] (テクノロジー)

• AWS Lambda
• AWS Secrets Manager
• ウェブサーバー

Tools
Tools

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツー
ルです。

• AWS Lambda AWS Lambda
• AWS Secrets Manager — AWS Secrets Manager を使用すると、Secrets Manager を使用する

と、Secrets Manager への API コールでシークレットを取得することができます。Secrets Manager は
シークレットをスケジュールに従って自動的にローテーションさせることが可能となり、長期のシーク
レットを短期のシークレットに置き換えることが可能となり、侵害されるリスクが大幅に減少します｡

• Git クライアント — Git には GUI ツールが用意されていますが、コマンドラインやデスクトップツール
を使用してから必要なアーティファクトをチェックアウトすることもできます GitHub。

• Node.js — Node.js は、 JavaScript スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために
設計されたイベント駆動型のランタイム環境です。Node.js のランタイムはローカルシステムにインス
トールする必要があります。

叙事詩
Secrets Manager でシークレットを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

Secrets Manager でシークレット
を作成します。

「追加情報」セクション
にあるコマンドを実行し
ます。このコマンドは、 
JavaScript オブジェクト表記 
(JSON){"username":"janedoe","password":" 
aBC1D2*!3EE"} テキスト構
造の例のように、シークレッ
トをという名前のファイルに
配置したことを前提としていま
すmycreds.json。

開発者、AWS システム管理者
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叙事詩

Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

新しい Lambda 関数の作成 AWS マネジメントコンソール
で [Lambda] を選択し、[関数
の作成] を選択します。とい
う名前の新しい Node.js ラン
タイム Lambda 関数を作成し
ますSecrets-Extension-
Lambda-Test。Lambda のメモ
リを 1200 MB に増やし、タイム
アウトを 30 秒に増やします。

開発者、AWS システム管理者

Lambda IAM ロールにポリシーを
割り当てます。

[構成] タブを選択し、[権限] 
タブに移動します。[実行ロー
ル] で [ロール名] リンクを選
択して、アタッチされたロー
ルAWS Identity and Access 
Management (IAM) で開きま
す。SecretsManagerReadWrite
ポリシーをロールにアタッチし
ます。 

[Note:] (メモ:) ベストプラクティ
スとして、キャッシュする必要
があるシークレットに読み取り
専用権限を持つ IAM ポリシーを
作成し、それを IAM ロールに割
り当てます。

開発者、AWS システム管理者

ハンドラーコードを更新しま
す。

「コード」タブを選択し、「追
加情報」セクションに含まれる
コードで関数を更新します。こ
のコードは、Secrets Manager 
に直接アクセスするのではな
く、Lambda 拡張機能内でホスト
されているローカルサーバーを
呼び出してシークレットの値を
読み取ります。

開発者、AWS システム管理者

Secrets Cache 設定ファイルを作
成します。

Lambda 関数の「コード」タ
ブで、「追加情報」セクショ
ンで指定された内容を使用し
て、config.yamlルートディ
レクトリの下に (index.js と一緒
に) という名前の新しいファイ
ルを作成します。yaml ファイル
の形式が構文的に適切であるこ
とを確認してください (「追加情
報」セクションを参照)。添付の 
secrets.zip ファイルからファイ
ルをコピーする場合は、Lambda 
関数をデプロイする前に、内容
が適切にフォーマットされてい
ることを確認してください。

開発者、AWS システム管理者

2090



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
secret_now値は、前のステッ
プで作成したシークレットの名
前で、エクステンションによっ
てキャッシュされます。さら
に多くのシークレットをキャッ
シュしたい場合は、ここにシー
クレットを追加し続けることが
できます。「デプロイ」ボタン
を選択します。

キャッシュを作成し、タイムア
ウトを再構築し、Lambda ランタ
イムを更新します。

新しい環境変数を作成
しCACHE_TIMEOUT、値を分単位
で設定します。キャッシュはこ
の値に基づいて更新されます。 

[Note:] (メモ:) 環境値が見つから
ない場合、キャッシュは 10 分ご
とに更新されます。

開発者、AWS システム管理者

Lambda m

タスク 説明 必要なスキル

Lambda m エクステンションをデプロイし
て Layer を Lambda 関数に関連
付けるには、追加情報セクショ
ンにあるコマンドを実行しま
す。

開発者、AWS システム管理者

Lambda 関数の呼び出し

タスク 説明 必要なスキル

Lambda m Lambda 関数を呼び出すに
は、「追加情報」セクショ
ンにあるコマンドを使用
します。関数は戻るはずで
すStatusCode:200。

開発者、AWS システム管理者

Lambda エクステンション呼び出しの検証

タスク 説明 必要なスキル

Lambda エクステンションの呼び
出しを確認します。

Amazon CloudWatch コンソー
ルで、[ログ]、[ロググループ] に
移動します。/aws/lambda/
Secrets-Extension-
Lambda-Test ロググループを
選択します。ログストリーム
を表示すると、user nameラ

開発者、AWS システム管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ンタイムログとResponse 
from cache、に保存されて
いるパスワードが表示されま
すmycred.json。

関連リソース
• AWS Lambda 用のエクステンションのビルド
• AWS Lambda エクステンションサンプル
• Secrets Manager 用 AWS CLI コマンドリファレンス  
• AWS Lambda 入門

追加情報
シークレットを作成

次のコマンドは、この JSON{"username":"janedoe","password":" aBC1D2*!3EE"} テキスト構
造の例などのシークレットをという名前のファイルに配置したことを前提としていますmycreds.json。

aws secretsmanager create-secret --name secret_now --secret-string file://mycreds.json

ハンドラーコードの更新

添付ファイルセクションで提供されているexample-function/index.js zip ファイルには、次のコー
ドの例が記載されています。

exports.handler = function(event, context, callback) { 
    const https = require('http') 
    const options = { 
        hostname: 'localhost', 
        port: 8080, 
        path: '/cache/secret_now', 
        method: 'GET' 
    } 
    const req = https.request(options, res => { 
        res.on('data', d => { 
            console.log("Response from cache: "+d); 
            return d; 
        }) 
    }) 
    req.on('error', error => { 
        console.error(error) 
    }) 
    req.end()
};

シークレットキャッシュ設定ファイルの作成

ルートディレクトリの下の Lambdaconfig.yaml 関数コードタブでファイルを作成します。この例で
は、secret_nowは前のステップで作成され、拡張機能によってキャッシュされるシークレットの名前で
す。追加のシークレットをキャッシュするには、それらをこのファイルに追加します。

SecretManagers: 
  - secrets: 
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添付ファイル

    - secret_now

Lambda エクステンションをデプロイする

> chmod +x deploy.sh
> ./deploy.sh

Lambda m

aws lambda invoke \ 
 --function-name "Secrets-Extension-Lambda-Test" \ 
 --payload '{"payload": "hello"}' /tmp/invoke-result \ 
 --cli-binary-format raw-in-base64-out \ 
 --log-type Tail

関数は戻るはずです"StatusCode": 200。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

EBCDIC から ASCII へのデータの変換とアンパッ
ク

作成者:ルイス・グスタボ・ダンタス (AWS)

code repository:

• メインフレームデータユー
ティリティ

環境: 本番稼働用 ソース: メインフレーム EBCDIC 
データ

ターゲット: 分散型/クラウド型最
新化ASCIIデータ

R タイプ: 該当なし ワークロード: IBM

テクノロジー: モダナイゼーショ
ン、データベース、ストレージ
とバックアップ

AWS サービス: アマゾン EBS; 
Amazon EC2

概要
メインフレームは通常、重要なビジネスデータをホストするため、Amazon Web Services（AWS）クラウ
ドやその他の米国標準情報交換コード（ASCII）環境にデータを移行する場合、データの最新化は最も重要
なタスクの1つです。メインフレームでは、データは通常、拡張バイナリコード10進交換コード (EBCDIC) 
形式でエンコードされます。データベース、仮想ストレージアクセス方法 (VSAM)、またはフラットファ
イルをエクスポートすると、通常、パッケージ化されたバイナリ EBCDIC ファイルが生成され、移行が
より複雑になります。最も一般的に使用されているデータベース移行ソリューションは変更データキャプ
チャ (CDC) で、ほとんどの場合、データエンコーディングが自動的に変換されます。ただし、これらの
データベース、VSAM、またはフラットファイルでは CDC メカニズムが使用できない場合があります。こ
れらのファイルについては、データを最新化するための代替アプローチが必要です。
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前提条件と制限

このパターンは、EBCDIC データを ASCII 形式に変換して最新化する方法を示しています。変換後、デー
タを最新のデータベースに読み込むか、クラウド内のアプリケーションにデータを直接処理させることが
できます。このパターンでは、mainframe-data-utilities GitHub リポジトリ内の変換スクリプトとサンプル
ファイルを使用します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• EBCDIC 入力ファイルとそれに対応する共通ビジネス指向言語 (COBOL) コピーブック。サンプル 

EBCDIC ファイルと COBOL mainframe-data-utilities GitHub コピーブックがリポジトリに含まれていま
す。COBOL コピーブックの詳細については、IBM Web サイトの「エンタープライズ COBOL for z/OS 
6.3 プログラミングガイド」を参照してください。

機能制限

• 現在の Python ソリューションは可変ブロックファイル (IBM ドキュメント) をサポートしていません。
• COBOL プログラム内で定義されたファイルレイアウトはサポートされていません。これらは個別に提

供する必要があります。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• メインフレーム上の EBCDIC データ
• COBOL コピーブック

ターゲットテクノロジースタック

• 仮想プライベートクラウド (VPC) の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• Python とそれに必要なパッケージ、 JavaScript オブジェクト表記 (JSON)、システム、および日時
• 最新のアプリケーションで読み込んだり、リレーショナルデータベーステーブルにロードしたりできる 

ASCII フラットファイル

ターゲットアーキテクチャ

アーキテクチャ図は、EC2 インスタンスで EBCDIC ファイルを ASCII ファイルに変換するプロセスを示
しています。

1. parse_copybook_to_json.pyこのスクリプトを使用して、COBOL コピーブックを JSON ファイル
に変換します。

2. JSONextract_ebcdic_to_ascii.py ファイルとスクリプトを使用して、EBCDIC データを ASCII 
ファイルに変換します。

自動化とスケーリング

最初の手動ファイル変換に必要なリソースが用意できたら、ファイル変換を自動化できます。このパター
ンには自動化の指示は含まれていません。変換を自動化するには複数の方法があります。考えられるアプ
ローチの概要は次のとおりです。
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Tools

1. AWS Command Line Interface (AWS CLI) および Python スクリプトコマンドを 1 つのシェルスクリプ
トにカプセル化します。

2. シェルスクリプトジョブを EC2 インスタンスに非同期的に送信する AWS Lambda 関数を作成します。
詳細については、「AWS Lambda を使用した SSH ジョブのスケジューリング」を参照してください。

3. レガシーファイルがアップロードされるたびに Lambda 関数を呼び出す Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) トリガーを作成します。詳細については、「Amazon S3 トリガーを使用して 
Lambda 関数を呼び出す」を参照してください。

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。仮想サーバーは必要な数だけ起動でき、すばやくスケールアップまた
はスケールダウンできます。

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス
タンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サー
ビスとやり取りするためのオープンソースツールです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されているかをコントロー
ルして、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

その他のツール

• GitHubは、コラボレーションツールとバージョン管理を提供するコードホスティングサービスです。
• Python は高級プログラミング言語です。

Code

mainframe-data-utilities GitHub このパターンのコードはリポジトリにあります。

叙事詩
EC2 インスタンスの準備

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを起動しま
す。

EC2 インスタンスは Linux を実
行していて、アウトバウンドイ
ンターネットにアクセスできる
必要があります。これにより、
インスタンスはで使用可能な 
Python ソースコードにアクセス
できます GitHub。インスタンス
を作成するには:

1. https://
console.aws.amazon.com/ec2
で AWS マネジメントコン
ソールを開きます。

2. EC2 Linux インスタンスを起
動します。パブリック IP アド
レスを使用し、ポート 22 経

一般的な AWS
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
由のインバウンドアクセスを
許可します。インスタンスの
ストレージサイズが EBCDIC 
データファイルのサイズの 
2 倍以上であることを確認し
てください。手順について
は、Amazon EC2 のドキュメ
ントを参照してください。

Python と Git をインストールし
ます。

1. セキュアシェル (SSH) クライ
アントを使用して、起動した
ばかりの EC2 インスタンス
に接続します。詳細について
は、「Linux インスタンスへの
Connect」を参照してくださ
い。

2. Python 3.8 以降を Python
Web サイトからインストール
します。

3. Amazon EC2 コンソールで、
次のコマンドを実行します。
これにより、EC2 インスタン
スに Git がインストールされ
ます。

sudo yum install git

4. 次のコマンドを実行して、Git 
が正しくインストールされて
いることを確認します。

git –version

一般的な AWS、Linux

GitHub リポジトリのクローンを
作成します。

1. Amazon EC2 コンソールで、
次のコマンドを実行します。こ
れにより、mainframe-data-
utilities GitHub リポジトリ
がクローンされ、homeデフォル
トのコピー場所であるフォルダ
が開きます。

git clone git://github.com/
aws-samples/mainframe-data-
utilities.git

2. ホームフォルダ
に、mainframe-data-
utilitiesそのフォルダが存在
することを確認します。

一般的な AWS、 GitHub
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叙事詩

EBCDIC データから ASCII ファイルを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

COBOL コピーブックを JSON 
レイアウトファイルに解析しま
す。

mainframe-data-
utilitiesフォルダー内
で、parse_copybook_to_json.pyス
クリプトを実行します。この自
動化モジュールは、COBOL コ
ピーブックからファイルレイア
ウトを読み取り、JSON ファイル
を作成します。JSON ファイルに
は、ソースファイルからデータ
を解釈および抽出するために必
要な情報が含まれています。こ
れにより、COBOL コピーブック
から JSON メタデータが作成さ
れます。「追加情報」セクショ
ンの「COBOLコピーブックを
JSONに解析」のコマンドを使用
してください。

スクリプトは受信した引数を出
力します。

-----------------------------------------------------------------------
Copybook 
 file...............| 
 LegacyReference/
COBPACK2.cpy
Parsed copybook (JSON 
 List).| sample-data/
cobpack2-list.json
JSON Dict 
 (documentation)...| sample-
data/cobpack2-dict.json
ASCII 
 file..................| 
 sample-data/
COBPACK.ASCII.txt
EBCDIC 
 file.................| 
 sample-data/
COBPACK.OUTFILE.txt
Print 
 each..................| 
 10000
-----------------------------------------------------------------------

引数の詳細については、 GitHub 
リポジトリの README ファイル
を参照してください。

一般的な AWS、Linux

JSON レイアウトファイルを確認
します。

1. parse_copybook_to_json.pyス
クリプトで定義されている出
力パスに移動します。

2. sample-data/cobpack2-
list.jsonファイルの作成
時刻をチェックして、適切な 

一般的な AWS、JSON

2097

https://github.com/aws-samples/mainframe-data-utilities/blob/main/README.md
https://github.com/aws-samples/mainframe-data-utilities/blob/main/README.md
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
JSON レイアウトファイルを
選択したことを確認します。

3. JSON ファイルを調べ、コン
テンツが以下のようになって
いることを確認します。

 "input": "extract-
ebcdic-to-ascii/
COBPACK.OUTFILE.txt", 
 "output": "extract-ebcdic-
to-ascii/COBPACK.ASCII.txt", 
 "max": 0, 
 "skip": 0, 
 "print": 10000, 
 "lrecl": 150, 
 "rem-low-values": true, 
 "separator": "|", 
 "transf": [ 
 { 
 "type": "ch", 
 "bytes": 19, 
 "name": "OUTFILE-TEXT" 
 } 

JSON レイアウトファイルの最も
重要な属性は次のとおりです。

• input — 変換する EBCDIC 
ファイルのパスが含まれます

• 出力 — ASCII ファイルが生成
されるパスを定義します

• lrecl — 論理レコード長のサイ
ズをバイト単位で指定します

• transf — すべてのフィールド
とそのサイズをバイト単位で
一覧表示します

JSON レイアウトファイルの詳細
については、 GitHub リポジトリ
内の README ファイルを参照し
てください。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ASCII ファイルを作成します。 extract_ebcdic_to_ascii.py
GitHub クローンされたリポジト
リに含まれているスクリプトを
実行します。このスクリプトは 
EBCDIC ファイルを読み取り、
変換された読み取り可能な ASCII 
ファイルを書き込みます。

python3 
 extract_ebcdic_to_ascii.py 
 -local-json sample-data/
cobpack2-list.json

スクリプトは EBCDIC データを
処理する際、10,000 レコードの
バッチごとにメッセージを出力
します。次の例を参照してくだ
さい。

 ----------------------------------------------------- 
 Parameter 
 file.............| sample-
data/cobpack2-list.json 
 2021-09-06 16:22:28.551353 
 | Records processed: 10000 
 2021-09-06 16:22:29.045221 
 | Records processed: 20000 
 2021-09-06 16:22:29.539174 
 | Records processed: 30000 
 2021-09-06 16:22:30.030418 
 | Records processed: 40000 
 2021-09-06 16:22:30.521879 
 | Records processed: 50000 
 2021-09-06 16:22:30.994222 
 | Records processed: 60000 
 2021-09-06 16:22:31.464385 
 | Records processed: 70000 
 2021-09-06 16:22:31.934501 
 | Records processed: 80000

印刷頻度を変更する方法につ
いては、 GitHub リポジトリの
README ファイルを参照してく
ださい。

一般的な AWS
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ASCII ファイルを確認してくださ
い。

1. extract-
ebcdic-to-ascii/
COBPACK.ASCII.txtファイ
ルの作成時刻をチェックして、
最近作成されたことを確認しま
す。

2. Amazon EC2 コンソールで、
次のコマンドを入力します。こ
れにより、ASCII ファイルの最初
のレコードが開きます。

head sample-data/
COBPACK.ASCII.txt -n 1

3. 最初のレコードの内容を調
べてください。EBCDIC ファイ
ルは通常バイナリなので、キャ
リッジリターンやラインフィー
ド (CRLF) の特殊文字はありませ
ん。extract_ebcdic_to_ascii.pyス
クリプトは、スクリプトパラ
メータで定義されている列区切
り文字としてパイプ文字を追加
します。提供されているサンプ
ル EBCDIC データを使用した
場合の結果については、「追加
情報」セクションの「サンプル 
ASCII データ」を参照してくださ
い。

一般的な AWS、Linux
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

EBCDIC ファイルを評価してく
ださい。

Amazon EC2 コンソールで、次
のコマンドを入力します。これ
により、EBCDIC ファイルの最
初のレコードが開きます。

head sample-data/
COBPACK.OUTFILE.txt -c 150 | 
 xxd

サンプル EBCDIC ファイルを使
用した場合の結果は次のとおり
です。

 00000000: 60f0 f0f0 f0f0 
 f0f0 f0f0 f1f0 f0f0 f0f0 
 `............... 
 00000010: f0f0 f0f0 
 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f1f0 
 f0f0 ................ 
 00000020: f0f0 f0f0 
 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 
 f1f0 ................ 
 00000030: f0f0 f0f0 
 f0f0 d000 0000 0005 f5e1 
 00fa ................ 
 00000040: 0a1f 0000 
 0000 0005 f5e1 00ff ffff 
 fffa ................ 
 00000050: 0a1f 0000 
 000f 0000 0c10 0000 000f 
 1000 ................ 
 00000060: 0000 0d00 
 0000 0000 1000 0000 0f00 
 0000 ................ 
 00000070: 0000 1000 
 0000 0dc1 c100 0000 0000 
 0000 ................ 
 00000080: 0000 0000 
 0000 0000 0000 0000 0000 
 0000 ................ 
 00000090: 0000 0000 
 0000 ......

ソースファイルとターゲット
ファイルの同等性を評価する
には、EBCDICに関する包括的
な知識が必要です。たとえば、
サンプル EBCDIC ファイルの
最初の文字はハイフン (-) で
す。EBCDIC ファイルの 16 進
表記では、この文字はで表さ
れ60、ASCII ファイルの 16 進表
記では、この文字はで表されま
す2D。EBCDICからASCIIへの変
換表については、IBMウェブサイ
トの「EBCDICからASCIIへの変
換」を参照してください。

一般的な AWS、Linux、EBCDIC
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関連リソース

関連リソース
リファレンス:

• EBCDIC 文字セット (IBM ドキュメンテーション)
• EBCDIC から ASCII への変換 (IBM ドキュメンテーション)
• COBOL (IBM ドキュメンテーション)
• JCL の基本的な概念 (IBM ドキュメント)
• Linux インスタンスへのConnect (Amazon EC2 ドキュメント)

チュートリアル

• AWS Lambda を使用した SSH ジョブのスケジューリング (AWS ブログ記事)
• Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出す (AWS Lambda ドキュメント)

追加情報
COBOL コピーブックを JSON 形式で解析する

次のコマンドは、COBOL コピーブックを JSON ファイルに変換します。

python3 parse_copybook_to_json.py -copybook LegacyReference/COBPACK2.cpy -output sample-
data/cobpack2-list.json -dict sample-data/cobpack2-dict.json -ebcdic sample-data/
COBPACK.OUTFILE.txt -ascii sample-data/COBPACK.ASCII.txt -print 10000

ASCII データのサンプル

提供されているサンプル EBCDIC ファイルを使用した場合は、以下が ASCII ファイルの最初のレコードで
す。

-000000000100000000|000000000100000000|-000000000100000000|0|0|
100000000|-100000000|100000000|-100000000|00000|00000|100000000|-100000000|
0000000000100000000|-0000000000100000000|A|A||

AWS CDK を使用して複数スタックのアプリケー
ションをデプロイし、 TypeScript

ラーフル・ガイクワッド博士 (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:近代化、移行、 
DevOps

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:Amazon 
API Gateway、AWS 
Lambda、Amazon Kinesis
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概要

概要
このパターンは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して、Amazon Web Services (AWS) 
step-by-step にアプリケーションをデプロイするアプローチを提供します TypeScript。例として、このパ
ターンはサーバーレスのリアルタイム分析アプリケーションをデプロイします。

このパターンは、ネストされたスタックアプリケーションをビルドしてデプロイします。親 AWS 
CloudFormation スタックは子スタック、つまりネストされたスタックを呼び出します。 各子スタック
は、 CloudFormation スタックで定義されている AWS リソースを構築し、デプロイします。コマンドライ
ンインターフェイス (CLI) コマンドである AWS CDK Toolkit はcdk、 CloudFormation スタックの主要な
インターフェイスです。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 既存の仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネット
• AWS CDK ツールキットのインストールと設定
• 管理者権限と一連のアクセスキーを持つユーザー。
• Node.js
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)

機能制限

• AWS CDK は AWS を使用するため CloudFormation、AWS CDK CloudFormation アプリケーションには
サービスクォータが適用されます。詳細については、「AWS CloudFormation のクォータ」を参照して
ください。

製品バージョン

このパターンは、以下のツールとバージョンを使用して構築およびテストされています。

• AWS CDK ツールキット 1.83.0
• Node.js 14.13.0
• npm 7.0.14

このパターンは、AWS CDK または npm のどのバージョンでも機能するはずです。Node.js バージョン 
13.0.0 から 13.6.0 は AWS CDK と互換性がないことに注意してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Amplify Console
• Amazon API Gateway
• AWS CDK
• アマゾン CloudFront
• Amazon Cognito
• Amazon DynamoDB
• Amazon Kinesis Data Firehose

2103

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cloudformation-limits.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

• Amazon Kinesis Data Streams
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS CDK とを使用したマルチスタックのアプリケーションデプロイを示しています 
TypeScript。

次の図表は、サーバーレスリアルタイムアプリケーションの例のアーキテクチャを示します。

Tools
Tools

• AWS Amplify Console は、AWS のフルスタックのウェブおよびモバイルアプリケーションをデプロイす
るためのコントロールセンターです。Amplify Console のホスティングは、継続的なデプロイメントでフ
ルスタックのサーバーレスウェブアプリケーションをホストするための git ベースのワークフローを提
供します。Admin UI は、フロントエンドのウェブ開発者やモバイル開発者が AWS コンソールの外部で
アプリケーションのバックエンドを作成および管理するための視覚的なインターフェイスです。

• Amazon API Gateway は、あらゆる規模の REST、HTTP、や WebSocket API を作成、公開、管理、モ
ニタリング、保護するための AWS のサービスです。

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

• AWS CDK Toolkit は、AWS CDK アプリケーションの操作に役立つコマンドラインクラウド開発キッ
トです。cdkCLI コマンドは、AWS CDK アプリケーションを操作するための主要なツールです。
アプリを実行し、定義したアプリケーションモデルを調べ、AWS CDK によって生成された AWS 
CloudFormation テンプレートを生成してデプロイします。

• Amazon CloudFront は、静的および動的なウェブコンテンツ (.html、.css、.js、.js、.js、イメージファ
イルなど) の配信を、高速化するウェブサービスです。 CloudFront 遅延の短縮とパフォーマンスの向上
を実現するため、エッジロケーションというデータセンターの世界的ネットワークを経由してコンテン
ツを配信します。

• Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供しま
す。ユーザーは直接サインインすることも、サードパーティーを介してサインインすることもできま
す。

• Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラ
ビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。

• Amazon Kinesis Data Firehose は、Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon OpenSearch Service、や 
Splunk、およびカスタム HTTP エンドポイントまたはサードパーティのサービスプロバイダーが所有す
る HTTP エンドポイントなどです。

• データレコードの大量のストリームをリアルタイムで収集し、処理するには、Amazon Kinesis Data 
Streams を使用します。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行し、有効にするコン
ピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエスト
から 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティ
ング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

• Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで
あり、任意の量のデータを保存、保護、および取得するのに役立ちます。

Code
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叙事詩

このパターンのコードが添付されています。

叙事詩
AWS CDK ツールキットをインストール

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK ツールキットをインス
トールします。

AWS CDK Toolkit をグローバル
にインストールするには、次の
コマンドを実行します。

npm install -g aws-cdk

DevOps

バージョンの確認 AWS CDK Toolkit のバージョン
を確認するには、次のコマンド
を実行します。 

cdk --version

DevOps

AWS 認証情報の設定

タスク 説明 必要なスキル

認証情報の設定 認証情報を設定するには、aws 
configureコマンドを実行し、
プロンプトに従います。

$aws configure
AWS Access Key ID [None]:  
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 your_secret_access_key
Default region name [None]:
Default output format 
 [None]:

DevOps

プロジェクトコードのダウンロード

タスク 説明 必要なスキル

添付のプロジェクトコードをダ
ウンロードしてください。

ディレクトリとファイル構造の
詳細については、「追加情報」
セクションを参照してくださ
い。

DevOps

AWS CDK 環境をブートストラップする

タスク 説明 必要なスキル

環境をブートストラップしま
す。

使用するアカウントと AWS リー
ジョンに AWS CloudFormation 

DevOps

2105



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
テンプレートをデプロイする
には、次のコマンドを実行しま
す。

cdk bootstrap <account>/
<Region>

詳細については、AWS ドキュメ
ントを参照してください。

プロジェクトの構築とデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

プロジェクトをビルドします。 プロジェクトコードをビルドす
るには、npm run buildコマン
ドを実行します。

DevOps

プロジェクトをデプロイしま
す。

プロジェクトコードをデプロイ
するには、cdk deployコマン
ドを実行します。

 

出力を検証

タスク 説明 必要なスキル

スタックの作成を確認します。 AWS マネジメントコン
ソールで、を選択しま
すCloudFormation。プロジェク
トのスタックで、親スタックと 
2 つの子スタックが作成されてい
ることを確認します。

DevOps

アプリケーションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

データを Kinesis Data Streams 
に送信する。

Amazon Kinesis データジェ
ネレーター (KDG) を使用して 
KinKinesis Data Streams にデー
タを送信するように AWS アカ
ウントを設定します。詳細につ
いては、「Amazon Kinesis Data 
Generator」を参照してくださ
い。

DevOps

Amazon Cognito ユーザーを作成
します。

Amazon Cognito ユーザーを
作成するには、Kinesis デー
タジェネレーターヘルプペー
ジの「Amazon Cognito gnito

DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ユーザーの作成」セクショ
ンから cognito-setup.json 
CloudFormation テンプレート
をダウンロードします。テン
プレートを起動し、Amazon 
Cognito のユーザー名とパスワー
ドを入力します。

「出力」タブには、Kinesis デー
タジェネレーター URL が表示さ
れます。

Kinesis Data Generator へのログ
イン

KDG にログインするには、指定
した Amazon Cognito 認証情報
と Kinesis データジェネレーター 
URL を使用します。

DevOps

アプリケーションをテストしま
す。

KDG の [レコードテンプレー
ト]、[テンプレート 1] に、[追加
情報] セクションからテストコー
ドを貼り付け、[データを送信] を
選択します。

DevOps

API Gateway のテスト データを取り込んだら、GETメ
ソッドを使用してデータを取得
して API Gateway をテストしま
す。

DevOps

関連リソース
リファレンス:

• AWS Cloud Development Kit
• AWS CDK オン GitHub
• ネストされたスタックの操作
• AWS サンプル例-サーバーレスリアルタイム分析

追加情報
ディレクトリとファイルの詳細

このパターンでは、次の 3 つのスタックが設定されます。

• parent-cdk-stack.ts— このスタックは親スタックとして機能し、2 つの子アプリケーションをネス
トされたスタックとして呼び出します。 

• real-time-analytics-poc-stack.ts— このネストされたスタックには、インフラストラクチャと
アプリケーションコードが含まれています。

• real-time-analytics-web-stack.ts— このネストされたスタックには、静的な Web アプリケー
ションコードのみが含まれます。

重要なファイルとその機能
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添付ファイル

• bin/real-time-analytics-poc.ts— AWS CDK アプリケーションのエントリポイント。lib/で
定義されているすべてのスタックをロードします。

• lib/real-time-analytics-poc-stack.ts— AWS CDK アプリケーションのスタック (real-
time-analytics-poc) の定義。

• lib/real-time-analytics-web-stack.ts— AWS CDK アプリケーションのスタック (real-
time-analytics-web-stack) の定義。

• lib/parent-cdk-stack.ts— AWS CDK アプリケーションのスタック (parent-cdk) の定義。
• package.json— アプリケーション名、バージョン、依存関係を含む npm モジュールマニフェスト。
• package-lock.json— npm によって管理されています。
• cdk.json— アプリケーションを実行するためのツールキット。
• tsconfig.json— TypeScript プロジェクトの設定。
• .gitignore— Git がソース管理から除外すべきファイルのリスト。
• node_modules— npm が管理します。プロジェクトの依存関係も含まれます。

親スタックの次のコードセクションでは、子アプリケーションをネストされた AWS CDK スタックとして
呼び出します。

import * as cdk from '@aws-cdk/core';
import { Construct, Stack, StackProps } from '@aws-cdk/core';
import { RealTimeAnalyticsPocStack } from './real-time-analytics-poc-stack';
import { RealTimeAnalyticsWebStack } from './real-time-analytics-web-stack';

export class CdkParentStack extends Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new RealTimeAnalyticsPocStack(this, 'RealTimeAnalyticsPocStack'); 
    new RealTimeAnalyticsWebStack(this, 'RealTimeAnalyticsWebStack'); 
  }
}

テスト用コード

session={{date.now('YYYYMMDD')}}|sequence={{date.now('x')}}|
reception={{date.now('x')}}|instrument={{random.number(9)}}|l={{random.number(20)}}|
price_0={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|price_1={{random.number({"min":10000, 
 "max":30000})}}|price_2={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_3={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|price_4={{random.number({"min":10000, 
 "max":30000})}}|price_5={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_6={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|price_7={{random.number({"min":10000, 
 "max":30000})}}|price_8={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|

API Gateway のテスト

API Gateway コンソールで、GETメソッドを使用して API Gateway をテストします。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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AWS SAM を使用してネストされ

たアプリケーションをデプロイする

AWS SAM を使用してネストされたアプリケーショ
ンのデプロイを自動化する

ラフル・ガイクワッド博士 (AWS)、ドミトリー・グリン (AWS)、タビー・ウォード (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:近代化; サーバーレ
ス; DevOps

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS Serverless 
Application Repository

概要
AWS Serverless Application Model (AWS SAM) を使用して、サーバーレスアプリケーションを構築でき
ます。オープンソースのフレームワークである AWS SAM には、関数、API、データベース、およびイベ
ントソースマッピングを表現するための省略構文が用意されています。数行の設定で、必要なアプリケー
ションを定義してモデル化できます。

このパターンでは、AWS SAM テンプレートを使用してネストされたアプリケーションのデプロイを自動
化します。ネストされたアプリケーションは、別のアプリケーション内のアプリケーションです。親アプ
リケーションは子アプリケーションを呼び出します。これらは、サーバーレスアーキテクチャの緩く結合
されたコンポーネントです。 

ネストされたアプリケーションを使用すると、独自に作成および保守され、AWS SAM とServerless 
Application Repository を使用して構成されたサービスやコンポーネントを再利用することで、非常に高
度なサーバーレスアーキテクチャを迅速に構築できます。ネストアプリケーションを使用すると、より強
力なアプリケーションを構築し、重複作業を避け、チームや組織全体で一貫性とベストプラクティスを確
保できます。ネストされたアプリケーションを実証するために、このパターンではサンプルの AWS サー
バーレスショッピングカートアプリケーションをデプロイします。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 既存のVirtual Private Cloud (VPC) とサブネット
• AWS Cloud9 や Visual Studio Code などの統合開発環境 (詳細については、「SDK とツールを使用して

ビルドを開始する」を参照してください)
• Python pip install wheel ホイールライブラリがまだインストールされていない場合はを使用して

インストールされています

機能制限

• サーバーレスアプリケーションでネストできるアプリケーションの最大数は 200 です。
• ネストされたアプリケーションのパラメータの最大数は 60 です。

製品バージョン

• このソリューションは AWS SAM コマンドラインインターフェイス (AWS SAM CLI) バージョン 1.21.1 
で構築されていますが、このアーキテクチャはそれ以降のバージョンの AWS SAM CLI でも動作するは
ずです。
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アーキテクチャ

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon API Gateway
• AWS SAM
• Amazon Cognito
• Amazon DynamoDB
• AWS Lambda
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS サーバーレスショッピングカートアプリケーションのアーキテクチャを示します。

このソリューションセットアップでは、AWS SAM CLI が AWS CloudFormation スタックのインターフェ
イスとして機能します。AWS SAM テンプレートはネストされたアプリケーションを自動的にデプロイし
ます。親 SAM テンプレートは子テンプレートを呼び出し、 CloudFormation 親スタックは子スタックをデ
プロイします。各子スタックは、AWS SAM CloudFormation テンプレートで定義されている AWS リソー
スを構築します。

Tools
Tools

• Amazon API Gateway — Amazon API Gateway は、あらゆる規模の REST、HTTP、 WebSocket API を
作成、公開、管理、モニタリング、保護するための AWS のサービスです。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation で実行するアプリケーションにさらに注力できるように
なります。リソース管理に割く時間を減らし、AWS で実行するアプリケーションにさらに注力できるよ
うになります。必要な AWS リソースのすべてを記述するテンプレートを作成すると、 CloudFormation 
がこれらのリソースのプロビジョンと設定を行います。

• Amazon Cognito — Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、およびユーザー管理機能
を提供します。

• Amazon DynamoDB — Amazon DynamoDB は、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可
能なパフォーマンスを発揮するフルマネージド NoSQL データベースサービスです。DynamoDB を使用
して、任意の量のデータを保存および取得できるデータベーステーブルを作成し、任意のレベルのリク
エストトラフィックを処理できます。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行で
きるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリ
クエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコン
ピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

• AWS SAM — AWS Serverless Application Model (AWS SAM) は、AWS でサーバーレスアプリケーショ
ンを構築するために使用できるオープンソースフレームワークです。サーバーレスアプリケーション
は、タスクを実行するために連動する Lambda 関数、イベントソース、およびその他のリソースの組み
合わせです。サーバーレスアプリケーションは単なる Lambda 関数ではないことに注意してください。
これには、API、データベース、およびイベントソースマッピングなどの追加のリソースが含まれる場
合があります。

• Amazon SQS (Amazon SQS) は、ホストされたキューを提供します。Amazon SQS を使用して、分散
されたソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できます。
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Code

このパターンのコードが添付されています。

叙事詩
AWS SAM CLI をインストールする

タスク 説明 必要なスキル

AWS SAM CLI をインストールし
ます。

AWS SAM CLI をインストールす
るには、AWS SAM ドキュメン
トの手順を参照してください。

DevOps

AWS 認証情報を設定します。 AWS SAM CLI がユーザーに代
わって AWS サービスを呼び出せ
るように AWS 認証情報を設定す
るには、aws configureコマン
ドを実行してプロンプトに従い
ます。

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 your_secret_access_key
Default region name [None]:
Default output format 
 [None]:

DevOps

AWS SAM プロジェクトを初期化する

タスク 説明 必要なスキル

テンプレートをデプロイしてプ
ロジェクトを初期化します。

プロジェクトを初期化するに
は、SAM initコマンドを実行し
ます。テンプレートソースを選
択するように求められたら、を
選択しますCustom Template 
Location。

DevOps

SAM テンプレートコードの作成、コンパイル、ビルド

タスク 説明 必要なスキル

AWS SAM アプリケーションテ
ンプレートを作成します。

ネストされたアプリケーション
のテンプレートを作成します。
この例では、ネストされたア
プリケーションテンプレート
はauth.yaml、、product-
mock.yaml、shoppingcart-
service.yamlです。詳細につ

DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
いては、追加情報セクションを
参照してください。

親テンプレートを作成します。 ネストされたアプリケーショ
ンテンプレートを呼び出すテ
ンプレートを作成します。こ
の例では、親テンプレートはで
すtemplate.yml。

DevOps

AWS SAM テンプレートコード
をコンパイルしてビルドしま
す。

AWS SAM CLI を使用して、次の
コマンドを実行します。

sam build

DevOps

AWS SAM テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションをデプロイし
ます。

CloudFormation ネストされたア
プリケーションスタックを作成
し、AWS 環境にコードをデプロ
イする SAM テンプレートコード
を起動するには、次のコマンド
を実行します。

sam deploy --guided --
stack-name shopping-
cart-nested-stack 
--capabilities 
CAPABILITY_IAM 
CAPABILITY_AUTO_EXPAND

詳細については、追加情報セク
ションを参照してください。

DevOps

デプロイメントを確認する

タスク 説明 必要なスキル

スタックを確認します。 AWS CloudFormation スタック
と AWS SAM テンプレートで
定義されているすべての AWS 
リソースを確認して確認するに
は、AWS マネジメントコンソー
ルにログインします。詳細につ
いては、追加情報セクションを
参照してください。

DevOps

関連リソース
リファレンス:

2112



AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• AWS Serverless Application Model (AWS SAM)
• AWS SAM オン GitHub
• サーバーレスショッピングカートマイクロサービス (AWS サンプルアプリケーション)

チュートリアルとビデオ

• サーバーレスアプリの構築
• AWS オンライン技術講演:AWS SAM によるサーバーレスアプリケーションの構築とデプロイ

追加情報
アプリケーションのディレクトリ構造

すべてのコードを作成すると、この例のディレクトリ構造は次のようになります。

• レイヤー — レイヤーは、ライブラリ、ライブラリ、カスタムランタイム、またはその他の依存関係など
を含むファイルアーカイブです。レイヤーを使用することで、関数のライブラリを使用することができ
ます。デプロイパッケージに含める必要はありません。

• product-mock-service— このフォルダーには、製品に関連するすべての Lambda 関数とファイルが含ま
れています。

• shopping-cart-service— このフォルダーには、ショッピング関連の Lambda 関数とファイルがすべて含
まれています。

ネストされたアプリケーションテンプレート

独立アプリケーションの場合、この例には次の 3 つの.yaml ファイルが含まれます。

auth.yaml

このテンプレートは、Amazon Cognito や AWS Systems Manager Parameter Store などの認証関連リソー
スを設定します。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  auth-resources 

  SAM Template for auth resources

Globals: 
  Function: 
    Timeout: 3

Resources: 
  CognitoUserPool: 
    Type: AWS::Cognito::UserPool 
    Properties: 
      UserPoolName: !Sub ${AWS::StackName}-UserPool 
      AutoVerifiedAttributes:  
        - email 
  UserPoolClient: 
    Type: AWS::Cognito::UserPoolClient 
    Properties: 
      ClientName: my-app 
      GenerateSecret: false 
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      UserPoolId: !Ref CognitoUserPool 
      ExplicitAuthFlows: 
        - ADMIN_NO_SRP_AUTH 

  UserPoolSSM: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-id 
      Value: !Ref CognitoUserPool 

  UserPoolARNSSM: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-arn 
      Value: !GetAtt CognitoUserPool.Arn 

  UserPoolAppClientSSM: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-client-id 
      Value: !Ref UserPoolClient

Outputs: 
  CognitoUserPoolId: 
    Description: "Cognito User Pool ID" 
    Value: !Ref CognitoUserPool 

  CognitoAppClientId: 
    Description: "Cognito App Client ID" 
    Value: !Ref UserPoolClient 
   
  UserPoolARNSSM: 
    Description: "UserPool ID" 
    Value: !Ref UserPoolARNSSM

商品-mock.yaml

このテンプレートは、Lambda 関数や Amazon API Gateway などの製品関連リソースをデプロイします。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  product-service 

  SAM Template for mock product-service
Parameters: 
  AllowedOrigin: 
    Type: 'String'

Globals: 
  Function: 
    Timeout: 5 
    Tracing: Active 
    AutoPublishAlias: live 
    Runtime: python3.8 
    MemorySize: 256 
    Environment: 
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      Variables: 
        LOG_LEVEL: "DEBUG" 
        ALLOWED_ORIGIN: !Ref AllowedOrigin 
        POWERTOOLS_SERVICE_NAME: product-mock 
        POWERTOOLS_METRICS_NAMESPACE: ecommerce-app 
  Api: 
    EndpointConfiguration: REGIONAL 
    TracingEnabled: true 
    OpenApiVersion: '2.0' 
    Cors: 
      AllowMethods: "'OPTIONS,POST,GET'" 
      AllowHeaders: "'Content-Type'" 
      AllowOrigin: !Sub "'${AllowedOrigin}'"

Resources: 
  GetProductFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: product-mock-service/ 
      Handler: get_product.lambda_handler 
      Events: 
        ListCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /product/{product_id} 
            Method: get 

  GetProductsFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: product-mock-service/ 
      Handler: get_products.lambda_handler 
      Events: 
        ListCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /product 
            Method: get 

  GetProductApiUrl: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/products/products-api-url 
      Value: !Sub "https://${ServerlessRestApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/
Prod
Outputs: 
  ProductApi: 
    Description: "API Gateway endpoint URL for Prod stage for Product Mock Service" 
    Value: !Sub "https://${ServerlessRestApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/
Prod"

ショッピングカートサービス.yaml

このテンプレートは AWS Identity and Access Management (IAM)、DynamoDB テーブル、Lambda 関数な
ど、ショッピングカート関連のリソースを設定します。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  shoppingcart-service 
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  SAM Template for shoppingcart-service

Parameters: 
  UserPoolArn: 
    Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<String>' 
    Default: '/serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-arn' 
  UserPoolId: 
    Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<String>' 
    Default: '/serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-id' 
  ProductServiceUrl: 
    Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<String>' 
    Default: '/serverless-shopping-cart-demo/products/products-api-url' 
  AllowedOrigin: 
    Type: 'String'

Globals: 
  Function: 
    Timeout: 5 
    MemorySize: 512 
    Tracing: Active 
    AutoPublishAlias: live 
    Runtime: python3.8 
    Environment: 
      Variables: 
        TABLE_NAME: !Ref DynamoDBShoppingCartTable 
        LOG_LEVEL: "INFO" 
        ALLOWED_ORIGIN: !Ref AllowedOrigin 
        POWERTOOLS_SERVICE_NAME: shopping-cart 
        POWERTOOLS_METRICS_NAMESPACE: ecommerce-app 
  Api: 
    EndpointConfiguration: REGIONAL 
    TracingEnabled: true 
    OpenApiVersion: '2.0' 
    Cors: 
      AllowMethods: "'OPTIONS,POST,GET,PUT'" 
      AllowHeaders: "'Content-Type,Authorization'" 
      AllowCredentials: true 
      AllowOrigin: !Sub "'${AllowedOrigin}'"

Resources: 
  UtilsLayer: 
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion 
    Properties: 
      ContentUri: ./layers/ 
      CompatibleRuntimes: 
        - python3.8 
    Metadata: 
      BuildMethod: python3.8 

  CartApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    DependsOn: 
      - ApiGWAccount 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      MethodSettings: 
        - DataTraceEnabled: True 
          MetricsEnabled: True 
          ResourcePath: "/*" 
          HttpMethod: "*" 
          LoggingLevel: INFO 
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      Auth: 
        Authorizers: 
          CognitoAuthorizer: 
            UserPoolArn: !Ref UserPoolArn 
            Identity: # OPTIONAL 
              Header: Authorization # OPTIONAL; Default: 'Authorization' 

  ListCartRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Action: 
            - "sts:AssumeRole" 
            Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "lambda.amazonaws.com" 

  AddToCartRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Action: 
            - "sts:AssumeRole" 
            Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "lambda.amazonaws.com" 

  LambdaLoggingPolicy: 
    Type: "AWS::IAM::Policy" 
    Properties: 
      PolicyName: LambdaXRayPolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - 
            Effect: "Allow" 
            Action: [ 
              "xray:PutTraceSegments", 
              "xray:PutTelemetryRecords", 
              "logs:CreateLogGroup", 
              "logs:CreateLogStream", 
              "logs:PutLogEvents" 
              ] 
            Resource: "*" 
      Roles: 
        - !Ref ListCartRole 
        - !Ref AddToCartRole 

  DynamoDBReadPolicy: 
    Type: "AWS::IAM::Policy" 
    Properties: 
      PolicyName: DynamoDBReadPolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - 
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            Effect: "Allow" 
            Action: [ 
              "dynamodb:GetItem", 
              "dynamodb:Scan", 
              "dynamodb:Query", 
              "dynamodb:BatchGetItem", 
              "dynamodb:DescribeTable" 
              ] 
            Resource: 
              - !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.Arn 
      Roles: 
        - !Ref ListCartRole 
        - !Ref AddToCartRole 

  DynamoDBWritePolicy: 
    Type: "AWS::IAM::Policy" 
    Properties: 
      PolicyName: DynamoDBWritePolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - 
            Effect: "Allow" 
            Action: [ 
              "dynamodb:PutItem", 
              "dynamodb:UpdateItem", 
              "dynamodb:ConditionCheckItem", 
              "dynamodb:DeleteItem", 
              "dynamodb:BatchWriteItem" 
            ] 
            Resource: !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.Arn 
      Roles: 
        - !Ref AddToCartRole 

  SQSSendMessagePolicy: 
    Type: "AWS::IAM::Policy" 
    Properties: 
      PolicyName: SQSSendMessagePolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - 
            Effect: "Allow" 
            Action: [ 
              "sqs:SendMessage*" 
            ] 
            Resource: !GetAtt CartDeleteSQSQueue.Arn 
      Roles: 
        - !Ref AddToCartRole 

  ListCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: list_cart.lambda_handler 
      Role: !GetAtt ListCartRole.Arn 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
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      Events: 
        ListCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart 
            Method: get 

  AddToCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: add_to_cart.lambda_handler 
      Role: !GetAtt AddToCartRole.Arn 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          PRODUCT_SERVICE_URL: !Ref ProductServiceUrl 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
      Events: 
        AddToCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart 
            Method: post 

  UpdateCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: update_cart.lambda_handler 
      Role: !GetAtt AddToCartRole.Arn 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          PRODUCT_SERVICE_URL: !Ref ProductServiceUrl 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
      Events: 
        AddToCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart/{product_id} 
            Method: put 

  MigrateCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: migrate_cart.lambda_handler 
      Timeout: 30 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
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        Variables: 
          PRODUCT_SERVICE_URL: !Ref ProductServiceUrl 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
          DELETE_FROM_CART_SQS_QUEUE: !Ref CartDeleteSQSQueue 
      Role: !GetAtt AddToCartRole.Arn 
      Events: 
        AddToCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart/migrate 
            Method: post 
            Auth: 
              Authorizer: CognitoAuthorizer 

  CheckoutCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: checkout_cart.lambda_handler 
      Timeout: 10 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          PRODUCT_SERVICE_URL: !Ref ProductServiceUrl 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
      Role: !GetAtt AddToCartRole.Arn 
      Events: 
        AddToCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart/checkout 
            Method: post 
            Auth: 
              Authorizer: CognitoAuthorizer 

  GetCartTotalFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: get_cart_total.lambda_handler 
      Timeout: 10 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Role: !GetAtt ListCartRole.Arn 
      Events: 
        GetCartTotal: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart/{product_id}/total 
            Method: get 

  DeleteFromCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
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    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: delete_from_cart.lambda_handler 
      ReservedConcurrentExecutions: 25  # Keep the ddb spikes down in case of many deletes 
 at once 
      Policies: 
        - SQSPollerPolicy: 
            QueueName: 
              !GetAtt CartDeleteSQSQueue.QueueName 
        - Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - "dynamodb:DeleteItem" 
                - "dynamodb:BatchWriteItem" 
              Resource: 
                - !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.Arn 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
      Events: 
        RetrieveFromSQS: 
          Type: SQS 
          Properties: 
            Queue: !GetAtt CartDeleteSQSQueue.Arn 
            BatchSize: 5 

  CartDBStreamHandler: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: db_stream_handler.lambda_handler 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Policies: 
        - AWSLambdaDynamoDBExecutionRole 
        - Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - "dynamodb:UpdateItem" 
              Resource: 
                - !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.Arn 
      Events: 
        Stream: 
          Type: DynamoDB 
          Properties: 
            Stream: !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.StreamArn 
            BatchSize: 100 
            MaximumBatchingWindowInSeconds: 60 
            StartingPosition: LATEST 

  DynamoDBShoppingCartTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: pk 
          AttributeType: S 
        - AttributeName: sk 
          AttributeType: S 
      KeySchema: 
        - AttributeName: pk 
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          KeyType: HASH 
        - AttributeName: sk 
          KeyType: RANGE 
      BillingMode: PAY_PER_REQUEST 
      StreamSpecification: 
        StreamViewType: 'NEW_AND_OLD_IMAGES' 
      TimeToLiveSpecification: 
        AttributeName: expirationTime 
        Enabled: True 

  APIGWCloudWatchRole: 
    Type: 'AWS::IAM::Role' 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - apigateway.amazonaws.com 
            Action: 'sts:AssumeRole' 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - >- 
          arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs 
  ApiGWAccount: 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Account' 
    Properties: 
      CloudWatchRoleArn: !GetAtt APIGWCloudWatchRole.Arn 

  CartDeleteSQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      VisibilityTimeout: 20 
      RedrivePolicy: 
        deadLetterTargetArn: 
          !GetAtt CartDeleteSQSDLQ.Arn 
        maxReceiveCount: 5 
  CartDeleteSQSDLQ: 
    Type: AWS::SQS::Queue 

  CartApiUrl: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/shopping-cart/cart-api-url 
      Value: !Sub "https://${CartApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/Prod"

Outputs: 
  CartApi: 
    Description: "API Gateway endpoint URL for Prod stage for Cart Service" 
    Value: !Sub "https://${CartApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/Prod"

親テンプレート

template.yaml ファイルは、すべての独立した子スタックを呼び出します。個別のアプリケーションはすべ
て、シングルペアレントSAMテンプレートではネストされたアプリケーションとして機能します。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
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Description: > 
  SAM Template for Nested application resources
Resources: 
    Auth: 
      Type: AWS::Serverless::Application 
      Properties: 
        Location: auth.yaml 
    Product: 
      Type: AWS::Serverless::Application 
      Properties: 
        Location: product-mock.yaml 
        Parameters: 
          AllowedOrigin: 'http://localhost:8080' 
      DependsOn: Auth 
    Shopping: 
      Type: AWS::Serverless::Application 
      Properties: 
        Location: shoppingcart-service.yaml 
        Parameters: 
          AllowedOrigin: 'http://localhost:8080' 
      DependsOn: Product

同じデプロイコマンドを実行する

コマンドを実行するとsam deploy --guided --stack-name shopping-cart-nested-stack --
capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND、いくつかの質問が表示されます。で
すべての質問に答えるとy、次の画面出力が表示されます。

コンソールのスタック

コンソールにログインし、 CloudFormation サービスを選択して親スタックと子スタックを表示します。
この例では、sam-shopping-cartがネストされた Auth スタック、Product スタック、Shopping スタッ
クを呼び出す親スタックです。

製品スタックは、製品 API Gateway URL リンクを出力として提供します。

次の図は、製品 API Gateway/GET メソッドの出力を示します。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Lambda トークン自動販売機を使用して 
Amazon S3 の SaaS テナント分離を実装する

タビー・ウォード（AWS）、スラバン・ペリヤタンビ（AWS）、トーマス・デイビス（AWS）によって
作成されました
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概要

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:モダナイゼーショ
ン; SaaS

AWS サービス:AWS Identity and 
Access Management、AWS 
Lambda、Amazon S3、AWS 
STS

概要
マルチテナント SaaS アプリケーションでは、テナントの分離が維持されるように、システムを実装する
必要があります。テナントデータを同じ Amazon Web Services (AWS) リソースに保存する場合 (複数のテ
ナントが同じ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにデータを保存する場合など)、テナ
ント間のアクセスが発生しないようにする必要があります。トークン自動販売機 (TVM) は、テナントデー
タを分離する方法の 1 つです。これらのマシンは、トークンの生成方法の複雑さを抽象化しながら、トー
クンを取得するメカニズムを提供します。開発者は、トークンの生成方法に関する詳細な知識がなくても 
TVM を使用できます。

このパターンでは、AWS Lambda を使用して TVM を実装します。TVM は、S3 バケット内の 1 つの 
SaaS テナントのデータへのアクセスを制限する一時的なセキュリティトークンサービス (STS) 認証情報
で構成されるトークンを生成します。

TVM とこのパターンで提供されるコードは、通常 JSON ウェブトークン (JWT) から派生したクレームに
使用され、AWS リソースへのリクエストをテナントスコープAWS Identity and Access Management (IAM) 
ポリシーに関連付けるために使用されます。このパターンのコードをベースとして使用して、JWT トーク
ンで提供されたクレームに基づいてスコープ付きの一時的な STS 認証情報を生成する SaaS アプリケー
ションを実装できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 1.19.0 以降。macOS、Linux、または Windows に

インストールおよび設定されています。代わりに、AWS CLI バージョン 2.1 以降を使用することもでき
ます。

機能制限

• このコードは Java で実行され、現在他のプログラミング言語をサポートしていません。 
• サンプルアプリケーションには、AWS クロスリージョンまたはディザスタリカバリ (DR) サポートは含

まれていません。 
• このパターンは、SaaS アプリケーション用の Lambda TVM がどのようにスコープ付きのテナントアク

セスを提供できるかを示しています。実稼働環境での使用は意図されていません。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Lambda
• Amazon S3
• IAM
• AWS Security Token Service (AWS STS)
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Tools

ターゲットアーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルの
コマンドを使用します。

• AWS Identity and Access Management (IAM) の場合、誰が認証および許可されるかを制御し、AWS リ
ソースへのアクセスを安全に管理できます。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングされるため、課
金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• AWS Security Token Service (AWS STS) では、権限が制限された一時的な認証情報をユーザーにリクエ
ストできます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービス
で、任意の量のデータを保存、保護、取得できます。

Code

このパターンのソースコードは添付ファイルで提供され、次のファイルが含まれています。

• s3UploadSample.jarJSON ドキュメントを S3 バケットにアップロードする Lambda 関数のソース
コードを提供します。

• tvm-layer.zipには、Lambda 関数が S3 バケットにアクセスして JSON ドキュメントをアップロー
ドするためのトークン (STS 一時認証情報) を提供する再利用可能な Java ライブラリが用意されていま
す。

• token-vending-machine-sample-app.zipこれらのアーティファクトとコンパイル命令の作成に使
用されるソースコードを提供します。

これらのファイルを使用するには、次のセクションの指示に従います。

叙事詩
可変値の決定

タスク 説明 必要なスキル

可変値を決定します。 このパターンの実装には、一貫
して使用する必要がある複数の
変数名が含まれます。各変数に
使用する値を決定し、以降のス
テップで要求されたときにその
値を指定します。

─ <AWS Account ID>このパター
ンを実装している AWS アカウ
ントに関連付けられている 12 桁
のアカウント ID。AWS アカウ
ント ID を確認する方法について
は、IAM ドキュメントの「AWS 

クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
アカウント ID とそのエイリア
ス」を参照してください。

─ <AWS Region>このパターン
を実装している AWS リージョ
ン。AWS リージョンの詳細に
ついては、AWS Webサイトの
「リージョンとアベイラビリ
ティーゾーン」を参照してくだ
さい。

<sample-tenant-name > ─ アプ
リケーションで使用するテナ
ントの名前。わかりやすくす
るため、この値には英数字のみ
を使用することをお勧めします
が、S3 オブジェクトキーには
任意の有効な名前を使用できま
す。

<sample-tvm-role-name > ─ TVM 
とサンプルアプリケーションを
実行する Lambda 関数にアタッ
チされている IAM ロールの名
前。ロール名は、スペースを含
まない大文字と小文字の英数字
からなる文字列です。また、ア
ンダースコア (+)、カンマ (,)、ピ
リオド (,)、ピリオド (.)、アット
マーク (@)、ハイフン (-) を使用
できます。ロール名はアカウン
ト内で一意である必要がありま
す。

<sample-app-role-name > ─
Lambda 関数がスコープ付きの
一時的な STS 認証情報を生成す
るときに引き継がれる IAM ロー
ルの名前。ロール名は、スペー
スを含まない大文字と小文字の
英数字からなる文字列です。ま
た、アンダースコア (+)、カンマ 
(,)、ピリオド (,)、ピリオド (.)、
アットマーク (@)、ハイフン (-) 
を使用できます。ロール名はア
カウント内で一意である必要が
あります。

<sample-app-function-name > ─
Lambda 関数の名前。これは最大 
64 文字の長さの文字列です。

<sample-app-bucket-name > ─ 特
定のテナントに限定された権限
でアクセスする必要がある S3 バ
ケットの名前。S3 バケット名:
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• 3～63 文字の長さにする必要が

あります。
• 小文字、数字、ピリオド (.)、

およびハイフン (-) のみを使用
する必要があります。

• 数字または文字で開始および
終了する必要があります。

• IP アドレスの形式 (例: 
192.168.5.4) にすることはでき
ません。

• パーティション内で一意で
ある必要があります。パー
ティションはリージョンのグ
ループです。AWS には、現
在aws  (標準リージョン)、
およびaws-cnaws-us-gov
(AWS GovCloud [US] リージョ
ン) の 3 つのパーティションが
あります。

S3 バケットの作成

タスク 説明 必要なスキル

サンプルアプリケーション用の
S3 バケットを作成します。

次の AWS CLI コマンドを使用し
て、S3 バケットを作成します。
コードスニペットに <sample-
app-bucket-name > 値を指定しま
す。

aws s3api create-bucket --
bucket <sample-app-bucket-
name>

Lambda サンプルアプリケーショ
ンは JSON ファイルをこのバ
ケットにアップロードします。

クラウド管理者

IAM TVM ロールとポリシーの作成

タスク 説明 必要なスキル

TVM ロールを作成します。 次のいずれかのいずれかの AWS 
CLI コマンドを使用して、IAM 
ロールを作成します。コマンド
に <sample-tvm-role-name > 値
を指定します。

macOS または Linux の場合:

aws iam create-role \

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
--role-name <sample-tvm-
role-name> \
--assume-role-policy-
document '{ 
    "Version": 
 "2012-10-17",  
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow",  
            "Principal": { 
                "Service": 
 "lambda.amazonaws.com" 
            },  
            "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]}'

Windows コマンドラインの場合:

aws iam create-role ^
--role-name <sample-tvm-
role-name> ^
--assume-role-policy-
document "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Effect\": \"Allow\", 
 \"Principal\": {\"Service
\": \"lambda.amazonaws.com
\"}, \"Action\": 
 \"sts:AssumeRole\"}]}"

Lambda サンプルアプリケーショ
ンは、アプリケーションが呼び
出されたときにこのロールを引
き継ぎます。スコープポリシー
でアプリケーションロールを引
き継ぐことができるため、コー
ドに S3 バケットにアクセスする
ための幅広い権限が与えられま
す。
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タスク 説明 必要なスキル

インライン TVM ロールポリシー
を作成します。

次のいずれかのいずれかの 
AWS CLI コマンドを使用し
て、IAM ポリシーを作成しま
す。<AWS Account ID>コマンド
に <sample-tvm-role-name >、お
よび <sample-app-role-name >
の値を指定します。

macOS または Linux の場合:

aws iam put-role-policy \
--role-name <sample-tvm-
role-name> \
--policy-name assume-app-
role \
--policy-document '{ 
    "Version": 
 "2012-10-17",  
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow",  
            "Action": 
 "sts:AssumeRole",  
            "Resource": 
 "arn:aws:iam::<AWS Account 
 ID>:role/<sample-app-role-
name>" 
        } 
    ]}'

Windows コマンドラインの場合:

aws iam put-role-policy ^
--role-name <sample-tvm-
role-name> ^
--policy-name assume-app-
role ^
--policy-document 
 "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Effect\": 
 \"Allow\", \"Action
\": \"sts:AssumeRole
\", \"Resource\": 
 \"arn:aws:iam::<AWS Account 
 ID>:role/<sample-app-role-
name>\"}]}"

このポリシーは TVM ロールにア
タッチされます。これにより、
コードは S3 バケットにアクセス
するための幅広い権限を持つア
プリケーションロールを引き継
ぐことができます。

クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

マネージド Lambda ポリシーを
アタッチします。

次の AWS CLI コマンドを使用し
て、AWSLambdaBasicExecutionRole
IAM ポリシーをアタッチしま
す。コマンドに <sample-tvm-
role-name > 値を指定します。

aws iam attach-role-policy \
--role-name <sample-tvm-
role-name> \
--policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

Windows コマンドラインの場合:

aws iam attach-role-policy ^
--role-name <sample-tvm-
role-name> ^
--policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

この管理ポリシーは TVM ロー
ルにアタッチされ、Lambda が 
Amazon CloudWatch にログを送
信することを許可します。

クラウド管理者

IAM アプリケーションロールとポリシーの作成

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションロールを作成
します。

次のいずれかのいずれかの 
AWS CLI コマンドを使用し
て、IAM ロールを作成しま
す。<AWS Account ID>コマンド
に <sample-app-role-name >、
および <sample-tvm-role-name >
の値を指定します。

macOS または Linux の場合:

aws iam create-role \
--role-name <sample-app-
role-name> \
--assume-role-policy-
document '{ 
    "Version": 
 "2012-10-17",  
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect":  
            "Allow", 
            "Principal": { 

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
                "AWS": 
 "arn:aws:iam::<AWS Account 
 ID>:role/<sample-tvm-role-
name>" 
            }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]}'

Windows コマンドラインの場合:

aws iam create-role ^
--role-name <sample-app-
role-name> ^
--assume-role-policy-
document "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Effect\": \"Allow
\",\"Principal\": {\"AWS
\": \"arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
tvm-role-name>\"},\"Action
\": \"sts:AssumeRole\"}]}"

Lambda サンプルアプリケーショ
ンは、S3 バケットへのテナント
ベースのアクセスを取得するス
コープ付きポリシーでこのロー
ルを引き受けます。
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タスク 説明 必要なスキル

インラインアプリケーション
ロールポリシーを作成します。

次のいずれかのいずれかの AWS 
CLI コマンドを使用して、IAM ポ
リシーを作成します。コマンド
に <sample-app-role-name > と
<sample-app-bucket-name > の
値を指定します。

macOS または Linux の場合:

aws iam put-role-policy \
--role-name <sample-app-
role-name> \
--policy-name s3-bucket-
access \
--policy-document '{ 
    "Version": 
 "2012-10-17",  
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow",  
            "Action": [ 
                
 "s3:PutObject",  
                
 "s3:GetObject",  
                
 "s3:DeleteObject" 
            ],  
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::<sample-app-
bucket-name>/*" 
        },  
        { 
            "Effect": 
 "Allow",  
            "Action": 
 ["s3:ListBucket"],  
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::<sample-app-
bucket-name>" 
        } 
    ]}'

Windows コマンドラインの場合:

aws iam put-role-policy ^
--role-name <sample-app-
role-name> ^
--policy-name s3-bucket-
access ^
--policy-document 
 "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Effect\": \"Allow\", 
 \"Action\": [\"s3:PutObject
\", \"s3:GetObject\", 
 \"s3:DeleteObject
\"], \"Resource\": 
 \"arn:aws:s3:::<sample-app-

クラウド管理者
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bucket-name>/*\"}, {\"Effect
\": \"Allow\", \"Action
\": [\"s3:ListBucket
\"], \"Resource\": 
 \"arn:aws:s3:::<sample-app-
bucket-name>\"}]}"

このポリシーは、アプリケー
ションロールにアタッチされま
す。S3 バケット内のオブジェク
トに幅広くアクセスできます。
サンプルアプリケーションが
ロールを引き継ぐと、これらの
権限の範囲は TVM の動的に生成
されるポリシーによって特定の
テナントに限定されます。

TVM で Lambda サンプルアプリケーションを作成する

タスク 説明 必要なスキル

コンパイルされたソースファイ
ルをダウンロードします。

s3UploadSample.jartvm-
layer.zip添付ファイルに含
まれているおよびファイルを
ダウンロードします。これら
のアーティファクトの作成に使
用されるソースコードとコンパ
イル手順は、に記載されていま
すtoken-vending-machine-
sample-app.zip。

クラウド管理者

Lambda レイヤーを作成します。 次のいずれかの AWS CLI コマン
ドを使用して、Lambda が TVM 
にアクセスできるようにしま
す。 

注:ダウンロードした場所からこ
のコマンドを実行していない場
合は tvm-layer.zip、tvm-
layer.zip--zip-fileパラ
メータに正しいパスを指定して
ください。 

aws lambda publish-layer-
version \
--layer-name sample-token-
vending-machine \
--compatible-runtimes java11 
 \
--zip-file fileb://tvm-
layer.zip

Windows コマンドラインの場合:

クラウド管理者、アプリ開発者
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aws lambda publish-layer-
version ^
--layer-name sample-token-
vending-machine ^
--compatible-runtimes java11 
 ^
--zip-file fileb://tvm-
layer.zip

このコマンドは、再利用可能な 
TVM ライブラリを含む Lambda 
レイヤーを作成します。
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Lambda 関数を作成する 次のいずれかの AWS CLI コマ
ンドを使用して、Lambda 関数
を作成します。<AWS Account 
ID><AWS Region>コマンド
に <sample-app-function-name 
>、、 <sample-tvm-role-name 
>、<sample-app-bucket-name 
>、<sample-app-role-name > の
値を指定します。 

注:ダウンロードした
場所からこのコマンド
を実行していない場合
はs3UploadSample.jar、s3UploadSample.jar--
zip-fileパラメータに正しいパ
スを指定してください。 

aws lambda create-function \
--function-name <sample-app-
function-name>  \
--timeout 30 \
--memory-size 256 \
--runtime java11 \
--role arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
tvm-role-name> \
--handler 
 com.amazon.aws.s3UploadSample.App 
 \
--zip-file fileb://
s3UploadSample.jar \
--layers arn:aws:lambda:<AWS 
 Region>:<AWS Account 
 ID>:layer:sample-token-
vending-machine:1 \
--environment 
 "Variables={S3_BUCKET=<sample-
app-bucket-name>,
ROLE=arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
app-role-name>}"

Windows コマンドラインの場合:

aws lambda create-function ^
--function-name <sample-app-
function-name>  ^
--timeout 30 ^
--memory-size 256 ^
--runtime java11 ^
--role arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
tvm-role-name> ^
--handler 
 com.amazon.aws.s3UploadSample.App 
 ^
--zip-file fileb://
s3UploadSample.jar ^

クラウド管理者、アプリ開発者
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--layers arn:aws:lambda:<AWS 
 Region>:<AWS Account 
 ID>:layer:sample-token-
vending-machine:1 ^
--environment 
 "Variables={S3_BUCKET=<sample-
app-bucket-
name>,ROLE=arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
app-role-name>}"

このコマンドは、サンプルア
プリケーションコードと TVM 
Layer がアタッチされた Lambda 
関数を作成します。また、
と 2 つの環境変数を設定しま
すS3_BUCKETROLE。サンプルア
プリケーションは、これらの変
数を使用して、引き受けるロー
ルと JSON ドキュメントをアッ
プロードする S3 バケットを決定
します。

サンプルアプリケーションと TVM のテスト

タスク 説明 必要なスキル

Lambda サンプルアプリケーショ
ンを呼び出します。

次のいずれかのいずれかの AWS 
CLI コマンドを使用して、想定
されるペイロードで Lambda サ
ンプルアプリケーションを起動
します。コマンドに <sample-
app-function-name > と <sample-
tenant-name > の値を指定しま
す。

macOS または Linux の場合、以
下

aws lambda invoke \
--function <sample-app-
function-name> \
--invocation-type 
 RequestResponse \
--payload '{"tenant": 
 "<sample-tenant-name>"}' \
--cli-binary-format raw-in-
base64-out response.json

Windows コマンドラインの場合:

aws lambda invoke ^
--function <sample-app-
function-name> ^

クラウド管理者、アプリ開発者
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--invocation-type 
 RequestResponse ^
--payload "{\"tenant\": 
 \"<sample-tenant-name>\"}" 
 ^
--cli-binary-format raw-in-
base64-out response.json

このコマンドは Lambda 関数を
呼び出し、response.json結
果をドキュメントに返します。
多くの UNIX ベースのシステム
では、response.json/dev/
stdout別のファイルを作成せず
に結果をシェルに直接出力する
ように変更できます。 

注:この Lambda 関数を後で呼
び出すときに <sample-tenant-
name > 値を変更すると、JSON 
ドキュメントの場所とトーク
ンが提供する権限が変更されま
す。

S3 バケットを表示して、作成
されたオブジェクトを確認しま
す。

以前に作成した S3 バケット 
(<sample-app-bucket-name >) 
を参照します。このバケットに
は、値が <sample-tenant-name 
> の S3 オブジェクトプレフィッ
クスが含まれています。そのプ
レフィックスの下に、UUID の付
いた JSON ドキュメントがあり
ます。サンプルアプリケーショ
ンを複数回呼び出すと、JSON ド
キュメントがさらに追加されま
す。

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

サンプルアプリケーションの 
Cloudwatch ログを表示します。

<sample-app-function-name >
という名前の Lambda 関数に
関連付けられた Cloudwatch ロ
グを表示します。手順について
は、AWS Lambda ドキュメン
トの「AWS Lambda の Amazon 
CloudWatch ログへのアクセス」
を参照してください。TVM に
よって生成されたテナントス
コープのポリシーは、これら
のログで確認できます。このテ
ナント対象ポリシーは、サンプ
ルアプリケーションに Amazon 
S3、PutObject、GetObject、
および ListBucketAPI への
アクセス権限を付与します
が、<sample-tenant-name > に
関連付けられたオブジェクトプ
レフィックスのみが対象となり
ます。DeleteObject次にサンプ
ルアプリケーションを呼び出す
ときに、<sample-tenant-name >
を変更すると、TVM は呼び出し
ペイロードで指定されたテナン
トに対応するようにスコープポ
リシーを更新します。この動的
に生成されるポリシーは、SaaS 
アプリケーションで TVM を使用
してテナントスコープのアクセ
スを維持する方法を示していま
す。 

TVM 機能は Lambda レイヤーで
提供されるため、コードを複製
しなくても、アプリケーション
が使用する他の Lambda 関数に
アタッチできます。

動的に生成されるポリシー
の図については、「追加情
報 (p. 2139)」セクションを参照
してください。

クラウド管理者

関連リソース
• 動的に生成される IAM ポリシーによるテナントの分離 (ブログ記事)
• SaaS 環境での動的に生成された分離ポリシーの適用 (ブログ記事)
• AWS SaaS Boost (SaaS サービスを AWS に移行するのに役立つオープンソースのリファレンス環境)
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追加情報
次の Amazon Cloudwatch ログは、このパターンで TVM コードによって生成された動的に生成されたポリ
シーを示しています。このスクリーンショットでは、<sample-app-bucket-name >DOC-EXAMPLE-BUCKET
はで、<sample-tenant-name > はですtest-tenant-1。この対象範囲ポリシーによって返される STS 認
証情報は、オブジェクトkey prefix に関連付けられているオブジェクトを除き、S3 バケット内のオブジェ
クトに対してアクションを実行できませんtest-tenant-1。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Step Functions を使用してサーバーレスサガ
パターンを実装する

タビー・ウォード（AWS）、ローハン・メータ（AWS）、リンピー・テワニ（AWS）が作成

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:モダナイゼーショ
ン、サーバーレス、クラウドネ
イティブ

ワークロード:オープンソース

AWS サービス:Amazon 
API Gateway、Amazon 
DynamoDB、AWS 
Lambda、Amazon SNS、AWS 
Step Functions

概要
マイクロサービスアーキテクチャの主な目標は、分離された独立したコンポーネントを構築して、アプリ
ケーションの俊敏性と柔軟性を高め、市場投入までの時間を短縮することです。分離の結果、各マイクロ
サービスコンポーネントには独自のデータ永続化レイヤーがあります。分散型アーキテクチャでは、ビジ
ネストランザクションは複数のマイクロサービスにまたがる可能性があります。これらのマイクロサービ
スでは、アトミック性、一貫性、分離、耐久性 (ACID) トランザクションを 1 つしか使用できないため、
部分的なトランザクションになってしまう可能性があります。この場合、すでに処理されたトランザク
ションを取り消すには、何らかの制御ロジックが必要です。通常、この目的のために分散型の sam 型が使
用されます。 

sagaパターンは、分散アプリケーションの一貫性を確立し、複数のマイクロサービス間のトランザクショ
ンを調整してデータの一貫性を維持するのに役立つ障害管理パターンです。saga パターンを使用すると、
トランザクションを実行するすべてのサービスが、後続のサービスをトリガーしてチェーン内の次のトラ
ンザクションを実行するイベントをパブリッシュします。これは、チェーン内の最後のトランザクション
が完了するまで続きます。ビジネストランザクションが失敗した場合、sagaは一連の補償トランザクショ
ンを調整して、前のトランザクションで行った変更を取り消します。

このパターンは、AWS Step Functions、AWS Lambda、Amazon DynamoDB などのサーバーレステク
ノロジーを使用して、サンプルアプリケーション (旅行の予約を処理する) の設定とデプロイを自動化
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する方法を示しています。また、Amazon API Gateway を使用して Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) を使用して sam 実行コーディネーターを実装しています。このパターンは、AWS Cloud 
Development Kit (AWS SAM) を使用して、AWS Serverless Application Model (AWS SAM) を使用して 
Terraform を使用してデプロイできます。

saga パターンやその他のデータ永続性パターンの詳細については、AWS Prescriptive Guidance ウェブサ
イトの「マイクロサービスにおけるデータ永続性の有効化」ガイドを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS CloudFormation スタックを作成する権限。詳細については、 CloudFormation ドキュメントの「ア

クセス制御」を参照してください。
• 任意の IaC フレームワーク (AWS CDK、AWS SAM、または Terraform) を AWS アカウントで構成し

て、フレームワーク CLI を使用してアプリケーションをデプロイできるようにします。
• NodeJS。アプリケーションのビルドとローカルでの実行に使用されます。
• 任意のコードエディター (Visual Studio コード、Sublime、または Atom など)。

製品バージョン

• NodeJS バージョン 14
• AWS CDK バージョン 2.37.1
• AWS SAM バージョン 1.71.0
• Terraform バージョン 1.3.7 のTerraform バージョン

機能制限

イベントソーシングは、すべてのコンポーネントが緩く結合されていて、相互に直接認識されないマイク
ロサービスアーキテクチャにサガオーケストレーションパターンを実装する自然な方法です。取引に必要
なステップ数が少ない（3～5）場合は、サガパターンが最適かもしれません。ただし、マイクロサービス
の数とステップの数が増えると複雑さが増します。 

この設計を使用する場合、トランザクションパターンをシミュレートするためにすべてのサービスを実行
する必要があるため、テストとデバッグが難しくなる可能性があります。

 

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

提案されたアーキテクチャでは、AWS Step Functions を使用して、フライトの予約、レンタカーの予約、
休暇の支払いの処理といった一連のパターンを構築しています。

以下のワークフロー図は、旅行予約システムの一般的なフローを示しています。ワークフロー
には、空の旅の予約（「ReserveFlight」）、車の予約（「ReserveCarRental」）、支払いの処
理（「ProcessPayment」）、フライト予約の確認（「ConfirmFlight」）、レンタカーの確認
（「ConfirmCarRental」）と、これらの手順が完了したら成功通知が届きます。ただし、これらのトラン
ザクションの実行中にエラーが発生すると、システムが逆方向にフェールし始めます。たとえば、支払い
処理中にエラー (「ProcessPayment」) が発生すると、返金 (「RefundPayment」) がトリガーされ、レン
タカーとフライト (「CancelRentalReservation」と「CancelFlightReservation」) がキャンセルされ、取引
全体が失敗メッセージで終了します。
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このパターンでは、図で強調表示されているタスクごとに個別の Lambda 関数と、フライト、レンタ
カー、支払い用の 3 つの DynamoDB テーブルがデプロイされます。各 Lambda 関数は、トランザクショ
ンが確認されたかロールバックされたかに応じて、それぞれの DynamoDB テーブルの行を作成、更新、
または削除します。このパターンでは、Amazon SNS を使用して購読者にテキスト (SMS) メッセージを
送信し、トランザクションが失敗または成功したことを通知します。 

自動化とスケール

IaC フレームワークのいずれかを使用して、このアーキテクチャの設定を作成できます。お好みの IaC を
使用して、お好みの IaC を検索します。

• AWS CDK を使用してデプロイする
• AWS SAM によるデプロイ
• テラフォームでデプロイ

Tools
AWS サービス

• AWS Step Functions は AWS Lambda 関数と他の AWS サービスを組み合わせてビジネスクリティカル
なアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。Step Functions の
グラフィカルコンソールでは、アプリケーションのワークフローを一連のイベント駆動型ステップとし
て確認できます。

• Amazon DynamoDB は、高速で予測可能なパフォーマンスとシームレスなスケーラビリティを備えたフ
ルマネージド NoSQL データベースサービスです。DynamoDB を使用して、任意の量のデータを保存お
よび取得できるデータベーステーブルを作成し、任意のレベルのリクエストトラフィックを処理できま
す。

• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピュー
ティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 
秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。

• Amazon API Gateway は、AWS、AWS、AWS、AWS、AWS API、AWS API、 WebSocket API を作
成、公開、管理、モニタリング、およびセキュア化するための AWS のサービスです。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーから受信者へのメッセージ配信
を提供するマネージドサービスです。

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して、C＃/.Net TypeScript などの使い慣れたプログラ
ミング言語を使用して JavaScript、クラウドアプリケーションリソースを定義するためのソフトウェア
開発フレームワークです。

• AWS Serverless Application Model (AWS SAM) は、サーバーレスアプリケーションを構築するための
オープンソースのフレームワークです。関数、API、データベース、およびイベントソースマッピング
を表現するための省略構文を提供します。

Code

IaC テンプレート (AWS CDK、AWS SAM、または Terraform)、Lambda 関数、DynamoDB テーブルな
ど、サガパターンを示すサンプルアプリケーションのコードは、次のリンクにあります。最初のエピック
の指示に従って、これらをインストールします。

• AWS CDK を使用してデプロイする
• AWS SAM によるデプロイ
• テラフォームでデプロイ
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叙事詩
パッケージのインストール、コンパイル、ビルド

タスク 説明 必要なスキル

NPM パッケージをインストール
します。

新しいディレクトリを作成し、
ターミナルでそのディレクトリ
に移動し、 GitHub このパターン
の前のコードセクションから任
意のリポジトリをクローンしま
す。

package.jsonファイルがある
ルートフォルダーで、次のコマ
ンドを実行して、すべての Node 
Package Manager (NPM) パッ
ケージをダウンロードしてイン
ストールします。

npm install

開発者、クラウドアーキテクト

スクリプトをコンパイルする。 ルートフォルダーで、次のコマ
ンドを実行して、 TypeScript 
JavaScript 必要なファイルをすべ
て作成するようにトランスパイ
ラーに指示します。

npm run build

開発者、クラウドアーキテクト

変更を確認して再コンパイルし
てください。

ルートフォルダーで、別のター
ミナルウィンドウで次のコマン
ドを実行してコードの変更を監
視し、変更が検出されたらコー
ドをコンパイルします。

npm run watch

開発者、クラウドアーキテクト

ユニットテストを実行します 
(AWS CDK のみ)。

AWS CDK を使用している場合
は、ルートフォルダで次のコマ
ンドを実行して Jest ユニットテ
ストを実行します。

npm run test

開発者、クラウドアーキテクト

ターゲット AWS アカウントにリソースをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

デモスタックを AWS にデプロイ
します。

重要:このアプリケーションは 
AWS のリージョンに依存しま
せん。プロファイルを使用する

開発者、クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
場合は、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) プロファイ
ルまたは AWS CLI 環境変数を使
用してリージョンを明示的に宣
言する必要があります。

ルートフォルダで、次のコマン
ドを実行してデプロイアセンブ
リを作成し、デフォルトの AWS 
アカウントとリージョンにデプ
ロイします。

AWS CDK:

cdk bootstrap
cdk deploy

AWS SAM SAM SAM SAM:

sam build
sam deploy --guided

Terraform:

terraform init
terraform apply

このステップは、完了するまで
に数分かかることがあります。
このコマンドは、AWS CLI 用に
設定されたデフォルトの認証情
報を使用します。

デプロイが完了した後にコ
ンソールに表示される API 
Gateway URL を書き留めておき
ます。この情報は、saga の実行
フローをテストするために必要
になります。
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タスク 説明 必要なスキル

デプロイされたスタックを現在
の状態と比較します。

ルートフォルダーで、次のコマ
ンドを実行して、ソースコード
に変更を加えた後のデプロイ済
みスタックと現在の状態を比較
します。

AWS CDK:

cdk diff

AWS SAM SAM SAM SAM:

sam deploy

Terraform:

terraform plan

開発者、クラウドアーキテクト

実行フローのテスト

タスク 説明 必要なスキル

saga の実行フローをテストして
ください。

前のステップでスタックをデプ
ロイしたときに書き留めた API 
Gateway URL に移動します。
この URL により、ステートマ
シンが起動します。さまざまな 
URL パラメータを渡してステー
トマシンのフローを操作する方
法の詳細については、「追加情
報 (p. 2146)」セクションを参照
してください。

結果を表示するには、AWS マ
ネジメントコンソールにサイ
ンインし、Step Functions コン
ソールに移動します。ここで
は、sagaステートマシンのす
べてのステップを見ることが
できます。DynamoDB テーブ
ルを表示して、挿入、更新、
削除されたレコードを確認する
こともできます。画面を頻繁に
更新すると、pendingトラン
ザクションステータスがからに
変化するのを見ることができま
すconfirmed。 

SNS トピックを購読するに
は、stateMachine.tsファ
イル内のコードを携帯電話番
号で更新して、予約が成功ま

開発者、クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
たは失敗したときに SMS メッ
セージを受信するようにしま
す。詳細については、「追加
情報 (p. 2146)」セクションの
「Amazon SNS」を参照してく
ださい。

クリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

リソースをクリーンアップしま
す。

このアプリケーションにデプロ
イされたリソースをクリーン
アップするには、以下のいずれ
かのコマンドを使用します。

AWS CDK:

cdk destroy

AWS SAM SAM SAM SAM:

sam delete

Terraform:

terraform destroy

アプリ開発者、クラウドアーキ
テクト

関連リソース
テクニカルペーパー

• AWS でのマイクロサービスの実装
• サーバーレスアプリケーションレンズ
• マイクロサービスにおけるデータ永続性の有効化

AWS サービス文書

• AWS CDK の使用を開始する
• AWS SAM の使用を開始する
• AWS Step Functions
• Amazon DynamoDB
• AWS Lambda
• Amazon API Gateway
• Amazon SNS

チュートリアル
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• サーバーレスコンピューティングのハンズオンワークショップ

追加情報
Code

テスト目的で、このパターンでは API Gateway と Step Functions ステートマシンをトリガー
するテスト Lambda 関数をデプロイします。Step Functions では、「、」、「」、「」、
「ReserveFlightReserveCarRental」run_type の失敗を模倣するパラメーターを渡すことで
ProcessPayment、旅行予約システムの機能を制御できますConfirmCarRental。ConfirmFlight

sagaLambda 関数 (sagaLambda.ts) は API Gateway URL のクエリパラメータから入力を受け取り、次
の JSON オブジェクトを作成し、それをStep Functions に渡して実行します。

let input = {
"trip_id": tripID, //  value taken from query parameter, default is AWS request ID
"depart_city": "Detroit",
"depart_time": "2021-07-07T06:00:00.000Z",
"arrive_city": "Frankfurt",
"arrive_time": "2021-07-09T08:00:00.000Z",
"rental": "BMW",
"rental_from": "2021-07-09T00:00:00.000Z",
"rental_to": "2021-07-17T00:00:00.000Z",
"run_type": runType // value taken from query parameter, default is "success"
};

以下の URL パラメーターを渡すことで、Step Functions ステートマシンのさまざまなフローを試すことが
できます。

• 正常に実行されました ─ https://{api ゲートウェイ URL}
• フライト予約失敗 ─ https://{api gateway url}? 実行タイプ =failFlightsReservation
• フライト失敗の確認 ─ https://{api gateway url}? 実行タイプ =failFlightsConfirmation
• レンタカー予約失敗 ─ https://{api gateway url}? 実行タイプ =failCarRental 予約
• レンタカーの失敗を確認 ─ https://{api gateway url}? 実行タイプ =failCarRental 確認
• 支払い処理失敗 ─ https://{api ゲートウェイ URL}? 実行タイプ=支払い失敗
• 旅行IDを渡してください ─ https://{api ゲートウェイ URL}? tripId= {デフォルトでは、旅行 ID は AWS リ

クエスト ID になります}

IaC テンプレート

リンクされたリポジトリには、サンプルの旅行予約アプリケーション全体を作成するために使用できるIaC
テンプレートが含まれています。

• AWS CDK を使用してデプロイする
• AWS SAM によるデプロイ
• テラフォームでデプロイ

DynamoDB テーブル

フライト、レンタカー、支払いテーブルのデータモデルは次のとおりです。

Flight Data Model: 
 var params = { 
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      TableName: process.env.TABLE_NAME, 
      Item: { 
        'pk' : {S: event.trip_id}, 
        'sk' : {S: flightReservationID}, 
        'trip_id' : {S: event.trip_id}, 
        'id': {S: flightReservationID}, 
        'depart_city' : {S: event.depart_city}, 
        'depart_time': {S: event.depart_time}, 
        'arrive_city': {S: event.arrive_city}, 
        'arrive_time': {S: event.arrive_time}, 
        'transaction_status': {S: 'pending'} 
      } 
    };

Car Rental Data Model:
var params = { 
      TableName: process.env.TABLE_NAME, 
      Item: { 
        'pk' : {S: event.trip_id}, 
        'sk' : {S: carRentalReservationID}, 
        'trip_id' : {S: event.trip_id}, 
        'id': {S: carRentalReservationID}, 
        'rental': {S: event.rental}, 
        'rental_from': {S: event.rental_from}, 
        'rental_to': {S: event.rental_to}, 
        'transaction_status': {S: 'pending'} 
      } 
    };

Payment Data Model:
var params = { 
      TableName: process.env.TABLE_NAME, 
      Item: { 
        'pk' : {S: event.trip_id}, 
        'sk' : {S: paymentID}, 
        'trip_id' : {S: event.trip_id}, 
        'id': {S: paymentID}, 
        'amount': {S: "750.00"}, // hard coded for simplicity as implementing any monetary 
 transaction functionality is beyond the scope of this pattern 
        'currency': {S: "USD"}, 
        'transaction_status': {S: "confirmed"} 
      } 
    };

Lambda 関数

Step Functions でのステートマシンのフローと実行をサポートするために、以下の関数が作成されます。

• フライトの予約:DynamoDB Flightstransaction_status テーブルにの付いたレコードを挿入し
てpending、フライトを予約します。

• フライトを確認:DynamoDB Flightstransaction_status テーブルのレコードを更新してに設定
しconfirmed、フライトを確認します。

• フライト予約のキャンセル:保留中のフライトをキャンセルするために、DynamoDB Flights テーブルか
らレコードを削除します。

• レンタカーを予約:DynamoDB CarRentals テーブルにレコードを挿入してpending、レンタカーを予約
します。transaction_status

• レンタカーの確認:DynamoDB CarRentals transaction_status テーブルのレコードを更新してに設
定しconfirmed、レンタカーを確認します。

• レンタカー予約のキャンセル:DynamoDB CarRentals テーブルからレコードを削除して、保留中のレン
タカーをキャンセルします。

• 支払いの処理:支払いのレコードを DynamoDB 支払いテーブルに挿入します。
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• 支払いをキャンセル:支払いのレコードを DynamoDB 支払いテーブルから削除します。

Amazon SNS

サンプルアプリケーションでは、SMS メッセージを送信し、予約の成否を顧客に通知するための次のト
ピックとサブスクリプションを作成します。サンプルアプリケーションのテスト中にテキストメッセー
ジを受信したい場合は、ステートマシン定義ファイル内の有効な電話番号を使用して SMS サブスクリプ
ションを更新してください。

AWS CDK スニペット (次のコードの 2 行目に電話番号を追加):

const topic = new  sns.Topic(this, 'Topic');
topic.addSubscription(new subscriptions.SmsSubscription('+11111111111'));
const snsNotificationFailure = new tasks.SnsPublish(this ,'SendingSMSFailure', {
topic:topic,
integrationPattern: sfn.IntegrationPattern.REQUEST_RESPONSE,
message: sfn.TaskInput.fromText('Your Travel Reservation Failed'),
}); 
  
const snsNotificationSuccess = new tasks.SnsPublish(this ,'SendingSMSSuccess', {
topic:topic,
integrationPattern: sfn.IntegrationPattern.REQUEST_RESPONSE,
message: sfn.TaskInput.fromText('Your Travel Reservation is Successful'),
});

AWS SAM スニペット (+1111111111文字列を有効な電話番号に置き換えてください):

  StateMachineTopic11111111111: 
    Type: 'AWS::SNS::Subscription' 
    Properties: 
      Protocol: sms 
      TopicArn: 
        Ref: StateMachineTopic 
      Endpoint: '+11111111111' 
    Metadata: 
      'aws:sam:path': SamServerlessSagaStack/StateMachine/Topic/+11111111111/Resource

Terraform スニペット (+111111111文字列を有効な電話番号に置き換えてください):

resource "aws_sns_topic_subscription" "sms-target" { 
  topic_arn = aws_sns_topic.topic.arn 
  protocol  = "sms" 
  endpoint  = "+11111111111"
}

予約成功

次のフローは、「」、「」ReserveFlight、「」の後に続いて「ProcessPayment」と「」が続く予約が成
功したことを示していますConfirmCarRental。ReserveCarRentalConfirmFlightお客様には、SNS トピック
のサブスクライバーに送信される SMS メッセージを通じて、予約が成功したことが通知されます。

予約失敗

このフローはサガパターンでの失敗の一例です。フライトやレンタカーを予約した後に
「ProcessPayment」が失敗すると、手順は逆の順序でキャンセルされます。 予約が解除され、SNS ト
ピックのサブスクライバーに送信される SMS メッセージを通じて失敗がお客様に通知されます。
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ストーンブランチユニバーサル
コントローラーと AWS の統合

Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS 
メインフレームモダナイゼーションの統合

ベイディ・サンカラン（AWS）、ロバート・ルミュー（ストーンブランチ）、フセイン・ゴムレクシゾグ
ル（ストーンブランチ）、パブロ・アロンソ・プリエト（AWS）によって作成されました

code repository

• aws-mainframe-modernization-
stonebranch-統合

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: モダナイゼー
ション、メインフレーム、移
行、SaaS、運用 DevOps

ワークロード: オープンソース; 
マイクロソフ

AWS サービス: AWS メイン
フレームのモダナイゼーショ
ン、Amazon RDS、Amazon S3

概要
このパターンは、Stonebranch ユニバーサルオートメーションセンター (UAC) のワークロードオーケスト
レーションをAmazon Web Services (AWS) メインフレームモダナイゼーションサービスと統合する方法を
説明しています。AWS メインフレームモダナイゼーションサービスは、メインフレームアプリケーション
を AWS クラウドに移行してモダナイズします。次の 2 つのパターンがあります。Micro Focus Enterprise 
TechnologyによるAWSメインフレームモダナイゼーションリプラットフォームとAWS Blu-Ageによる
AWSメインフレームモダナイゼーション自動リファクタリング。 

Stonebranch UAC は、リアルタイムの IT 自動化およびオーケストレーションプラットフォームで
す。UAC は、オンプレミスから AWS まで、ハイブリッド IT システム全体のジョブ、アクティビティ、
ワークフローを自動化および調整するように設計されています。メインフレームシステムを使用するエン
タープライズクライアントは、クラウド中心の最新のインフラストラクチャとアプリケーションに移行し
ています。Stonebranch のツールとプロフェッショナルサービスにより、既存のスケジューラーと自動化
機能を AWS クラウドに簡単に移行できます。

AWS Mainframe Modernization サービスを使用してメインフレームプログラムを AWS クラウドに移行ま
たは最新化すると、この統合を使用してバッチスケジューリングの自動化、俊敏性の向上、メンテナンス
の向上、コストの削減が可能になります。

このパターンは、AWS メインフレームモダナイゼーションサービス Micro Focus Enterprise ランタイムに
移行されたメインフレームアプリケーションに Stonebranch スケジューラーを統合する方法を示していま
す。このパターンは、ソリューションアーキテクト、開発者、コンサルタント、移行スペシャリスト、お
よび移行、モダナイゼーション、運用、または DevOps.

目標とする成果

このパターンは、以下の目標成果を提供することに重点を置いています。

• Stonebranch ユニバーサルコントローラの AWS メインフレームモダナイゼーションサービス 
(Microfocus ランタイム) で実行されているメインフレームバッチジョブをスケジュール設定、自動化、
実行できます。

• Stonebranch ユニバーサルコントローラーからアプリケーションのバッチプロセスを監視します。
• バッチ処理を Stonebranch ユニバーサルコントローラから自動または手動で開始、再起動、再実行、停

止します。
• AWS メインフレームモダナイゼーションのバッチプロセスの結果を取得します。
• Stonebranch ユニバーサルコントローラーのバッチジョブの AWS CloudWatch ログをキャプチャしま

す。
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前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Job コントロール言語 (JCL) ファイルと AWS メインフレームモダナイゼーションサービス (Micro 

Focus ランタイム) 環境にデプロイされたバッチプロセスを含む Micro Focus Bankdemo アプリケー
ション

• Micro Focus Enterprise Server上で動作するメインフレームアプリケーションを構築およびデプロイする
方法に関する基本的な知識

• ストーンブランチユニバーサルコントローラーの基礎知識
• ストーンブランチトライアルライセンス（ストーンブランチにお問い合わせください）
• Windows または Linux Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス (xlarge など) 

(xlarge)、および 2 GB のディスク容量が必要です。
• Apache Tomcat バージョン 8.5.x または 9.0.x
• Oracle Java ランタイム環境 (JRE) または OpenJDK バージョン 8 または 11
• Amazon Aurora MySQL 互換エディション
• エクスポートリポジトリ用Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
• 高可用性 (HA) を実現するエージェントストーンブランチユニバーサルメッセージサービス (OMS) 接続

用の Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
• Stonebranch ユニバーサルコントローラ 7.2 ユニバーサルエージェント 7.2 インストールファイル
• AWS メインフレーム近代化タスクスケジューリングテンプレート (.zip ファイルの最新リリースバー

ジョン)

機能制限

• 製品とソリューションはOpenJDK 8と11でのみテストされ、互換性が検証されています。
• aws-mainframe-modernization-stonebranch-integrationタスクスケジューリングテンプレートは、AWS 

メインフレームモダナイゼーションサービスでのみ機能します。
• このタスクスケジューリングテンプレートは、Unix、Linux、または Windows エディションの 

Stonebranch エージェントでのみ機能します。

アーキテクチャ
ターゲットステートアーキテクチャ

次の図は、このパイロットに必要な AWS 環境の例を示しています。

1. ストーンブランチユニバーサルオートメーションセンター (UAC) には、次の 2 つの主要コンポーネン
トがあります。ユニバーサルコントローラとユニバーサルエージェント。Stonebranch OMS は、コン
トローラと個々のエージェント間のメッセージバスとして使用されます。

2. Stonebranch UAC データベースはユニバーサルコントローラーによって使用されます。データベース
は、MySQL、Microsoft SQL Server、Oracle、または Aurora MySQL と互換性があります。

3. AWS メインフレームモダナイゼーションサービス — BankDemo アプリケーションがデプロイされた
Micro Focus ランタイム環境。 BankDemo アプリケーションファイルは S3 バケットに保存されます。
このバケットにはメインフレームの JCL ファイルも含まれています。

4. Stonebranch UAC は、バッチ実行時に以下の機能を実行できます。
a. AWS メインフレームモダナイゼーションサービスにリンクされている S3 バケットに存在する JCL 

ファイル名を使用してバッチジョブを開始します。
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b. バッチジョブ実行のステータスを取得します。
c. バッチジョブの実行が完了するまでお待ちください。
d. バッチジョブ実行のログを取得します。
e. 失敗したバッチジョブを再実行します。
f. ジョブ実行中にバッチジョブをキャンセルします。

5. Stonebranch UAC は、アプリケーションに対して以下の機能を実行できます。
a. アプリケーション開始
b. アプリケーションのステータスの取得
c. アプリケーションが起動または停止するまで待つ
d. アプリケーションを停止
e. アプリケーション操作のログを取得

ストーンブランチのジョブ転換

次の図は、近代化の過程におけるストーンブランチの転職プロセスを表しています。ジョブスケジュール
とタスク定義を、AWS Mainframe Modernization のバッチタスクを実行できる互換性のある形式に変換す
る方法について説明します。

1. 変換プロセスでは、ジョブ定義は既存のメインフレームシステムからエクスポートされます。
2. JCL ファイルをメインフレームモダナイゼーションアプリケーションの S3 バケットにアップロードし

て、これらの JCL ファイルを AWS メインフレームモダナイゼーションサービスでデプロイできます。
3. 変換ツールは、エクスポートされたジョブ定義を UAC タスクに変換します。
4. すべてのタスク定義とジョブスケジュールが作成されると、これらのオブジェクトはユニバーサルコン

トローラーにインポートされます。変換されたタスクは、メインフレームで実行するのではなく、AWS 
メインフレームモダナイゼーションサービスでプロセスを実行します。

ストーンブランチ UAC アーキテクチャ

次のアーキテクチャ図は、高可用性 (HA) active-active-passive ユニバーサルコントローラのモデルを示し
ています。Stonebranch UAC は複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされ、高可用性を実現し、
ディザスタリカバリ (DR) をサポートします。

ユニバーサルコントローラー

2 台の Linux サーバーがユニバーサルコントローラーとしてプロビジョニングされます。どちらも同じ
データベースエンドポイントに接続します。各サーバーには、ユニバーサルコントローラーアプリケー
ションと OMS が格納されています。ユニバーサルコントローラーの最新バージョンは、プロビジョニン
グ時に使用されます。

ユニバーサルコントローラーは Tomcat Web アプリケーションにドキュメント ROOT としてデプロイさ
れ、ポート 80 で提供されます。このデプロイにより、フロントエンドロードバランサーの設定が容易に
なります。

HTTP over TLS または HTTPS は、ストーンブランチのワイルドカード証明書 (例:https://
customer.stonebranch.cloud) を使用して有効化されます。これにより、ブラウザとアプリケーショ
ン間の通信が保護されます。

OMS

ユニバーサルエージェントと OMS (Opswise メッセージサービス) は、各ユニバーサルコントローラサー
バーにあります。顧客側でデプロイされたすべてのユニバーサルエージェントは、両方のOMSサービスに
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接続するように設定されています。OMSは、ユニバーサルエージェントとユニバーサルコントローラ間の
共通のメッセージングサービスとして機能します。

Amazon EFS は各サーバーにスプールディレクトリをマウントします。OMS は、この共有スプールディ
レクトリを使用して、コントローラとエージェントからの接続およびタスク情報を保持します。OMS は高
可用性のモードで動作します。アクティブな OMS が停止すると、パッシブ OMS はすべてのデータにア
クセスでき、自動的にアクティブな操作を再開します。ユニバーサルエージェントはこの変更を検出し、
新しいアクティブな OMS に自動的に接続します。

データベース

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) には、エンジンとして Amazon Aurora MySQL 互換
の UAC データベースが格納されています。Amazon RDS は、定期的にスケジュールされたバックアップ
を管理および提供するのに役立ちます。両方のユニバーサルコントローラーインスタンスは同じデータ
ベースエンドポイントに接続します。

ロードバランサー

Application Load Balancer は、インスタンスごとにセットアップされます。ロードバランサーは、いつで
もアクティブなコントローラーにトラフィックを転送します。インスタンスドメイン名は、それぞれの
ロードバランサーエンドポイントを指します。

URL

次の例に示しているように、各インスタンスには URL があります。

環境 インスタンス

プロダクション customer.stonebranch.cloud

開発 (非実稼働) 顧客開発.stonebranch.cloud

テスト (非実稼働) カスタマーテスト.stonebranch.cloud

 [Note:] (メモ:) 非プロダクションインスタンスの名前は、ニーズに基づいて設定できます。

高可用性

高可用性 (HA) とは、システムが、指定された期間、障害なく稼働し続ける能力のことです。このような障
害には、ストレージ、CPU またはメモリの問題によるサーバー通信応答の遅延、ネットワーク接続などが
含まれますが、これらに限定されません。

HA 要件を満たすには:

• すべての EC2 インスタンス、データベース、およびその他の構成は、同じ AWS リージョン内の 2 つの
別々のアベイラビリティーゾーンにミラーリングされます。

• コントローラーは、2 つのアベイラビリティーゾーンにある 2 つの Linux サーバー上の Amazon マシン
イメージ (AMI) を介してプロビジョニングされます。たとえば、ヨーロッパ eu-west-1 リージョンでプ
ロビジョニングされている場合、ユニバーサルコントローラーはアベイラビリティーゾーン eu-west-1a 
とアベイラビリティーゾーン eu-west-1c にあります。

• アプリケーションサーバー上でジョブを直接実行したり、これらのサーバーにデータを保存したりする
ことはできません。

• Application Load Balancer は、各ユニバーサルコントローラーでヘルスチェックを実行して、アクティ
ブなコントローラーを特定し、トラフィックをそのユニバーサルコントローラーに転送します。ある
サーバーで問題が発生した場合、ロードバランサーは自動的にパッシブユニバーサルコントローラーを
アクティブ状態に昇格させます。次に、ロードバランサーはヘルスチェックから新しいアクティブな 
Universal Controller インスタンスを識別し、トラフィックの転送を開始します。フェイルオーバーは 4 
分以内に行われ、ジョブは失われず、フロントエンド URL は変わりません。
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• Aurora MySQL 互換データベースサービスは、ユニバーサルコントローラーのデータを格納します。実
稼働環境では、データベースクラスターは、単一の AWS リージョン内の 2 つの異なるアベイラビリ
ティーゾーンにある 2 つのデータベースインスタンスで構築されます。どちらのユニバーサルコント
ローラーも、単一のデータベースクラスターエンドポイントを指す Java データベース接続 (JDBC) イ
ンターフェイスを使用します。1 つのデータベースインスタンスで問題が発生した場合、データベース
クラスターエンドポイントは正常なインスタンスを動的に参照します。手動による介入は必要ありませ
ん。

Backup と削除

Stonebranch ユニバーサルコントローラは、表に示されているスケジュールに従って古いデータをバック
アップおよび削除するように設定されています。

[Type] (タイプ) スケジュール

アクティビティ 7 日間

監査 90 日間

履歴 60 日

表示されている日付より古いBackup データは、.xml形式にエクスポートされ、ファイルシステムに保存さ
れます。バックアッププロセスが完了すると、古いデータはデータベースから削除され、本番インスタン
ス用に最大 1 年間S3 バケットにアーカイブされます。

このスケジュールは、ユニバーサルコントローラーのインターフェースで調整できます。ただし、これら
の時間枠を長くすると、メンテナンス中のダウンタイムが長くなる可能性があります。

Tools
AWS サービス

• AWS Mainframe Modernization は、メインフレームアプリケーションを AWS が管理するランタイム環
境にモダナイズするのに役立つ AWS クラウドネイティブプラットフォームです。移行と最新化の計画
と実装に役立つツールとリソースを提供します。

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するためのブロックレ
ベルのストレージボリュームを提供します。

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドで共有ファイルシステムを作成および設
定するのに役立ちます。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショナルデータベース
をセットアップ、運用、スケーリングするのに役立ちます。このパターンでは Amazon Aurora MySQL 
互換エディションを使用しています。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• Elastic Load Balancing (ELB) は、受信するアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数
のターゲットに分散します。たとえば、トラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンのAmazon 
EC2 インスタンス、コンテナ、および IP アドレスに分散させることができます。このパターンで
は、Application Load Balancer を使用します。

ストーンブランチ

• ユニバーサルオートメーションセンター (UAC) は、エンタープライズワークロード自動化製品のシステ
ムです。このパターンでは、次の UAC コンポーネントを使用します。
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• ユニバーサルコントローラは、Tomcat Web コンテナで実行される Java Web アプリケーション
で、ユニバーサルオートメーションセンターのエンタープライズジョブスケジューラおよびワーク
ロード自動化ブローカーソリューションです。コントローラーは、コントローラー情報の作成、監
視、設定を行うためのユーザーインターフェイスを提供し、スケジュールロジックの処理、ユニバー
サルエージェントとの間のすべてのメッセージの処理、ユニバーサルオートメーションセンターの高
可用性操作の大部分の同期を行います。

• Universal Agentはベンダーに依存しないスケジューリングエージェントで、レガシーと分散の両方の
主要なコンピューティングプラットフォーム上の既存のジョブスケジューラと連携します。Z/シリー
ズ、I/シリーズ、Unix、Linux、または Windows 上で実行されるすべてのスケジューラーがサポートさ
れます。

• Universal Agentはベンダーに依存しないスケジューリングエージェントで、レガシーと分散の両方の主
要なコンピューティングプラットフォーム上の既存のジョブスケジューラと連携します。Z/シリーズ、I/
シリーズ、Unix、Linux、または Windows 上で実行されるすべてのスケジューラーがサポートされま
す。

• aws-mainframe-modernization-stonebranchStonebranch-統合 AWS メインフレームモダナイゼーション
ユニバーサルエクステンションは、AWS メインフレームモダナイゼーションプラットフォームでバッチ
ジョブを実行、監視、再実行するための統合テンプレートです。

Code

このパターンのコードは、aws-mainframe-modernization-stonebranch GitHub -integrationリポジトリにあ
ります。

エピック
Amazon EC2 へのユニバーサルコントローラとユニバーサルエージェントのイン
ストール

タスク 説明 必要なスキル

インストールファイルをダウン
ロードします。

Stonebranch サーバーからインス
トールをダウンロードします。
インストールファイルを入手す
るには、Stonebranch に連絡して
ください。

クラウドアーキテクト

EC2 インスタンスを起動しま
す。

ユニバーサルコントローラとユ
ニバーサルエージェントのイン
ストールには、約 3 GB の追加容
量が必要です。そのため、イン
スタンスには少なくとも 30 GB 
のディスク容量を確保してくだ
さい。

セキュリティグループにポート 
8080 を追加して、アクセスでき
るようにします。

クラウドアーキテクト

前提条件を確認する。 インストールする前に、以下を
実行します。

1. Java ランタイム環境のダウン
ロードの説明に従って Java を
インストールします。

クラウド管理者、Linux 管理者
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タスク 説明 必要なスキル

$ sudo yum -y update
$ sudo yum install 
 java-11-amazon-corretto

必ずサポートされている 
JAVA バージョンのいずれか
を使用してください。前の
コマンドで java-11 がインス
トールされるはずです。続行
する前に Java バージョンを確
認し、バージョン 11 を使用し
ていることを確認してくださ
い。

2. 「Apache Tomcat のインス
トール」ドキュメントで説明
されているように、次のコマ
ンドを実行します。

$ sudo yum install tomcat 
 tomcat-admin-webapps
$ sudo systemctl enable 
 tomcat
$ sudo systemctl start 
 tomcat

3. 「Aurora MySQL DB クラス
ターの作成とそのクラスター
への接続」の説明に従って 
Amazon Aurora データベー
スを作成します。Amazon 
Aurora MySQL-Compatible 
Edition

[Master aster aster aster aster 
aster aster aster aster aster 
aster aster aster aster er 残り
の設定は、デフォルト値のま
まにします。
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タスク 説明 必要なスキル

ユニバーサルコントローラをイ
ンストールします。

1. universal-
controller-7.2.0.0.tarイ
ンストールファイルを EC2 イ
ンスタンスにアップロードし
ます。

2. tempインストールファイルを
フォルダにアーカイブ解除し
ます。

$ tar -xvf universal-
controller-7.2.0.0.tar

3. インストールスクリプトの実
行権限を付与します。

$ chmod a+x install-
controller.sh

4. Load Balancer Controller を
インストールします。この例
では、次のコマンドを使用し
て、/usr/share/tomcaそ
の下にユニバーサルコント
ローラをインストールしま
す。前のステップで作成した 
Amazon Aurora データベース
を使用します。

$ sudo ./install-
controller.sh --tomcat-
dir /usr/share/tomcat/ --
controller-file universal-
controller-7.2.0.0-
build.145.war --
dbuser admin --dbpass 
 “****” --dbname uc 
 --rdbms mysql --dburl 
 jdbc:mysql://database-2-
instance-1.cih63miincgy.us-
east-1.rds.amazonaws.com:3306/

スクリプトの出力の最後の
行は「インストール完了」に
なっているはずです。

5. EC2 インスタンス内の次の 
URL に移動します。

http://<public_ip>:8080/uc

6. ログイン画面で、「ユー
ザー名」セクションに
「ops.admin」と入力し、「パ
スワード」フィールドは空白
のままにします。

クラウドアーキテクト、Linux 管
理者
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タスク 説明 必要なスキル
7. ops.adminユーザーの新しい

パスワードを設定します。

ユニバーサルエージェントをイ
ンストールします。

1. sb-7.2.0.1-linux-3.10-
x86_64.tar.Zインストール
ファイルを EC2 インスタンス
にアップロードします。

2. EC2 インスタンスにログイン
します。

3. ユニバーサルエージェント
のインストールパッケージを
アーカイブ解除します。

$ zcat sb-7.2.0.1-
linux-3.10-x86_64.tar.Z | 
 tar xvf –

4. 以下のコマンドを実行しま
す。

$ sudo ./unvinst --
oms_servers 7878@localhost 
 --oms_autostart yes --
python yes

5. PAM ファイルを作成します。

$ cp /etc/pam.d/login /
etc/pam.d/ucmd

6. ユニバーサルエージェントの
自動起動を有効にします。

$ /sbin/restorecon -v /
etc/rc.d/init.d/ubrokerd

クラウド管理者、Linux 管理者

OMS をユニバーサルコントロー
ラに追加します。

1. ops.adminユーザーと一緒に
ユニバーサルコントローラー
にログインします。

2. 画面の左上隅にある「サービ
ス」メニューを選択し、シス
テムの「OMS サーバー」メ
ニューを選択します。

3. 「OMS サーバーアドレス」
フィールドに「localhost」と
入力し、保存します。

4. OMS サーバーのステータス
が [接続済み]、[セッションス
テータス] が [動作可能] と表示
されます。

ユニバーサルコントローラ管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

AWS メインフレームモダナイゼーションユニバーサルエクステンションをイン
ポートしてタスクを作成する

タスク 説明 必要なスキル

統合テンプレートをインポート
します。

このステップでは、AWS メイ
ンフレームモダナイゼーション
ユニバーサルエクステンション
が必要です。.zip ファイルの最
新リリースバージョンがダウン
ロードされていることを確認し
ます。

1. ops.adminユーザーと一緒に
ユニバーサルコントローラー
にログインします。

2. [サービス]、[統合テンプレー
トのインポート] に移動しま
す。

3. 統合テンプレー
トの.zip ファイル 
(aws_mainframe_modernization_stonebranch_extension.zip) 
を選択し、「インポート」を
選択します。

統合テンプレートをインポート
すると、[利用可能なサービス] 
に AWS メインフレームモダナイ
ゼーションタスクが表示されま
す。

ユニバーサルコントローラ管理
者

解決可能な認証情報を有効にし
ます。

1. [サービス]、[AWS メインフ
レームモダナイゼーションタ
スク] に移動します。

2. 右側のパネルで、必要な
フィールドを入力します。
• 名前: Mainframe 

Modernization タスク
• エージェント: 唯一のエー

ジェント (AGNT0001) を選
択します。

AWS メインフレームの近代化
の詳細:
• アクション: リスト環境
• AWS 認証情報: EC2 イン

スタンスに AWS Identity 
and Access Management 
(IAM) ロールを追加してい
る場合は、このフィールド
を空にしておくことができ
ます。AWSAccessKeyIDお
よびを使用する場合
はAWSSecretKey、フィー

ユニバーサルコントローラ管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
ルドの横にあるアイコン ()
を選択します。

開いた [認証情報の詳細] ウィ
ンドウで、次の情報を入力し
て保存します。
• 名前: AWS Mainframe 

Modernization 証明書
• ランタイムユーザ: この

フィールドに AWS アクセ
スキー ID を入力します。

• ランタイムパスワード: この
フィールドに AWS シーク
レットキーを入力します。

• エンドポイント:エンド
ポイントに正しい AWS 
リージョンがあること
を確認してください。デ
フォルトは https://m2.us-
east-1.amazonaws.com で
す。

• 地域: AWS メインフレー
ムモダナイゼーションサー
ビスのリージョンを入力し
ます。デフォルトは us-
east-1 です。

3. 残りのフィールドにはデフォ
ルト値のままにし、タスクを
保存します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

タスクを起動します。 1. 右側のパネルの上部にある [タ
スクを起動] を選択します。

2. 確認ウィンドウで、「起動」
を選択します。その場合は、
ユニバーサルコントローラー
コンソールに次のようなメッ
セージが表示されます。

2022 年 8 月 24 日

タスクインスタンス sys_id 
1661291493634146313NC8E38DB8OZJY 
を使用してユニバーサルタス
ク「新しいメインフレームモ
ダナイゼーションタスク」を
正常に起動しました。

3. [インスタンス] に移動する [イ
ンスタンス] タブが表示されな
い場合は、右矢印を選択して
右にスクロールします。

4. リスト内のタスクインスタン
スのコンテキスト (右クリッ
ク) メニューを開き、「出力
を取得」を選択し、「出力を
取得」で「送信」を選択しま
す。

5. 「出力を取得」ウィンドウ
に、STDOUT 内の環境のリス
トが表示されます。

ユニバーサルコントローラ管理
者

バッチジョブ開始テスト

タスク 説明 必要なスキル

バッチジョブのタスクを作成し
ます。

1. [サービス]、[AWS メインフ
レームモダナイゼーションタ
スク] に移動します。

2. 右側のパネルで、必要な
フィールドを入力します。
• 名前: Mainframe 

Modernization タスク
• エージェント: 唯一のエー

ジェント (AGNT0001) を選
択します。

AWS メインフレームの近代化
の詳細:
• アクション: Batch を開始 

(または AWS でバッチジョ
ブを実行してタスクが完了
するまで待機する)

ユニバーサルコントローラ管理
者

2160



AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
• AWS 認証情報: EC2 イン

スタンスに IAM ロールを
追加している場合は、こ
のフィールドを空白のま
まにしておくことができま
す。AWSAccessKeyIDお
よびを使用する場合
はAWSSecretKey、フィー
ルドの横にあるアイコン ()
を選択します。

• エンドポイント:エンド
ポイントに正しい AWS 
リージョンがあること
を確認してください。デ
フォルトは https://m2.us-
east-1.amazonaws.com で
す。

• 地域: AWS メインフレー
ムモダナイゼーションサー
ビスのリージョンを入力し
ます。デフォルトは us-
east-1 です。

• アプリケーション: フィール
ド () の横にあるアイコンを
選択し、「アプリケーショ
ンの選択肢を更新」で「送
信」を選択します。これに
より、AWS メインフレーム
モダナイゼーションサービ
スに接続され、アプリケー
ションのリストが返されま
す。これで、ドロップダウ
ンリストから、アプリケー
ションを選択する事ができ
ます。バッチジョブを実行
するアプリケーションを選
択します。

• JCL ファイル
名:RUNHELLO.jcl

• 成功または失敗を待つ:この
オプションを選択すると、
タスクはバッチジョブのス
テータスが成功または失敗
になるまで待機します。

• ポーリング間隔: これは、各
ポーリング間の時間です。

• 実行ログを取得: 選択する
と、バッチジョブの完了時
にログが自動的に取得され
ます。

• ログ形式: これは印刷される
ログの形式です。テキスト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
形式でも JSON 形式でもか
まいません。

3. 残りのフィールドにはデフォ
ルト値のままにし、タスクを
保存します。

タスクを起動します。 1. 右側のパネルの上部にある [タ
スクを起動] を選択します。

2. 確認ウィンドウで、「起動」
を選択します。その場合は、
ユニバーサルコントローラー
コンソールに次のようなメッ
セージが表示されます。

2022-08-24 11:11:59 AM

タスクインスタンス sys_id 
を使用してユニバーサルタス
ク「メインフレームモダナイ
ゼーション開始Batch」<sys 
id>を正常に起動しました。

3. [インスタンス] に移動する [イ
ンスタンス] タブが表示されな
い場合は、右矢印を選択して
右にスクロールします。

4. リスト内のタスクインスタン
スのコンテキスト (右クリッ
ク) メニューを開き、「出力
を取得」を選択し、「出力を
取得」で「送信」を選択しま
す。

5. 「出力を取得」ウィンドウ
に、STDOUT 内の環境のリス
トが表示されます。

ユニバーサルコントローラ管理
者

複数のタスクのワークフローを作成する

タスク 説明 必要なスキル

タスクをコピーします。 1. コピーを作成するタスクを右
クリックして、コンテキスト
メニューを開き、[コピー] を
選択します。

2. 「AWS メインフレームモダ
ナイゼーションタスクのコ
ピー」ウィンドウで、新しい
タスクに次の新しい名前を入
力します。メインフレーム・
モダナイゼーション・スター
ト・Batch-RUNAWS2.

3. 次の名前を使用してタス
クを再度コピーします。

ユニバーサルコントローラ管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
メインフレーム・モダナ
イゼーション・スタート・
Batch-RUNAWS3.

4. 次の名前を使用して、タス
クと一緒に再度コピーしま
す。メインフレーム・モダ
ナイゼーション・スタート・
Batch-RUNAWS4.

5. 最後に、次の名前を使用し
てタスクをコピーします。
メインフレーム・モダナ
イゼーション・スタート・
Batch-FOOBAR

タスクを更新します。 1. メインフレームモダナイゼー
ション開始Batch-RUNAWS2 
タスクを開き (ダブルク
リック)、「JCL ファイル
名」RUNAWS2.jcl フィール
ドをに変更して保存します。

2. メインフレームモダナイゼー
ション開始Batch-RUNAWS3 
タスクを開き (ダブルク
リック)、「JCL ファイル
名」RUNAWS3.jcl フィール
ドをに変更して保存します。

3. メインフレームモダナイゼー
ション開始Batch-RUNAWS4 
タスクを開き (ダブルク
リック)、「JCL ファイル
名」RUNAWS4.jcl フィール
ドをに変更して保存します。

4. メインフレームモダナイゼー
ション開始Batch-FOOBAR 
タスクを開き (ダブルク
リック)、「JCL ファイル
名」MISSING.jcl フィー
ルドをに変更して保存しま
す。JCL ファイル名の値が正
しくないため、このタスクは
失敗します。

ユニバーサルコントローラ管理
者

2163



AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

ワークフローを作成する。 1. [サービス]、[ワークフロー] に
移動します。

2. 右側のパネルの「名前」
フィールドに「メインフレー
ム・モダナイゼーション・
ワークフロー」と入力して保
存します。

3. 右側のパネルで、[ワークフ
ローの編集] を選択します。

4. [ワークフローエディタ] タブ
の [タスクの追加] ボタン (+)。

5. 「タスク検索」ウィンドウ
で、「検索」を選択すると、
ユニバーサルコントローラー
のすべてのタスクが表示され
ます。

6. メインフレームモダナイゼー
ションBatch タスク開始の横
にあるアイコンをクリック
し、そのアイコンをワークフ
ローエディタの何もない場所
にドラッグします。

7. 他のメインフレームモダナイ
ゼーションタスクについても
同じアクションを繰り返し、
「追加情報」セクションに示
されているとおりに配置しま
す。

8. Connect ボタン () を選択し、
タスク同士を接続します。タ
スクを別のタスクに接続する
には、タスクの途中をクリッ
クして目的のタスクにドラッ
グします。

9. 追加情報セクションに示され
ているようにタスクConnect
し、ワークフローを保存しま
す。

10.ワークフローエディタの何も
ない場所を右クリックし、
「ワークフローを起動」を選
択し、「OK」 を選択します。

ユニバーサルコントローラ管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

ワークフローのステータスを
チェックします。

1. 左側のメニューで [アクティビ
ティ] を選択します。

2. ウィンドウの中央で、[開始] 
を選択します。

リストにタスクインスタンス
のリストが表示されます。

3. リスト内のメインフレーム
モダナイゼーションワーク
フローを開く (ダブルクリッ
ク) するか、コンテキスト (右
クリック) メニューを開いて 
[ワークフロータスクコマン
ド]、[ワークフローを表示] を
選択します。

追加情報セクションに示さ
れているタスクが表示されま
す。見つからない JCL ファイ
ルを使用していたため、2 番
目のタスクは失敗すると予想
されていました。

ユニバーサルコントローラー管
理者

失敗したバッチジョブのトラブルシューティングと再実行

タスク 説明 必要なスキル

失敗したタスクを修正して再実
行してください。

1. 失敗したタスクを開き (ダブル
クリック)、タスクのエラーを
確認します。

2. 失敗したタスクを修正するに
は 2 つのオプションがありま
す。
• JCL ファイル名を

修正し、に設定しま
すFOOBAR.jcl。

• 正しい JCL ファイル名を
JCL ファイル名 (Temp) に
追加します。このフィール
ドは JCL ファイル名フィー
ルドを上書きします。

このパイロットでは、2 番目
のオプションを選択し、タ
スクインスタンスを保存しま
す。

3. ワークフローモニターで、失
敗したタスクのコンテキス
ト (右クリック) メニューを
開き、「コマンド」、「再実
行」を選択します。

ユニバーサルコントローラ管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
4. その後、すべてのタスクは正

常に完了します。

アプリケーション開始タスクとアプリケーション停止タスクの作成

タスク 説明 必要なスキル

「アプリケーションを開始」ア
クションを作成します。

1. [サービス]、[AWS メインフ
レームモダナイゼーションタ
スク] に移動します。

2. 右側のパネルで、必須フィー
ルドに入力します。
• 名前: Mainframe 

Modernization Start Ap
• エージェント: 唯一のエー

ジェント (AGNT0001) を選
択してください

AWS メインフレームの近代化
の詳細:
• アクション:アプリケーショ

ン開始
• AWS 認証情報: EC2 イン

スタンスに IAM ロールを
追加している場合は、こ
のフィールドを空白のま
まにしておくことができま
す。AWSAccessKeyIDと
を使用する場合
はAWSSecretKey、以前に
作成した認証情報を選択し
てください。

• エンドポイント:エンドポイ
ントのリージョンが正しい
ことを確認してください。
デフォルトは https://m2.us-
east-1.amazonaws.com で
す。

• 地域: AWS メインフレー
ムモダナイゼーションサー
ビスのリージョンを入力し
ます。デフォルトは us-
east-1 です。

• アプリケーション: フィール
ド () の横にあるアイコンを
選択し、「アプリケーショ
ンの選択肢を更新」で「送
信」を選択します。これに
より、AWS メインフレーム
モダナイゼーションサービ
スに接続され、アプリケー
ションのリストが返されま

ユニバーサルコントローラ管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
す。これで、ドロップダウ
ンリストから、アプリケー
ションを選択する事ができ
ます。バッチジョブを実行
するアプリケーションを選
択します。

• 成功または失敗を待つ:この
オプションを選択すると、
タスクはバッチジョブのス
テータスが成功または失敗
になるまで待機します。

• ポーリング間隔: これは、各
ポーリング間の時間です。

• 実行ログを取得: 選択する
と、バッチジョブの完了時
にログが自動的に取得され
ます。

• ログ形式: これは印刷される
ログの形式です。テキスト
形式でも JSON 形式でもか
まいません。

3. 残りのフィールドにはデフォ
ルト値のままにし、タスクを
保存します。

4. 次に、このタスクをコピーし
て、Stop Application のタス
クを作成します。名前を「メ
インフレーム・モダナイゼー
ション・ストップ・アプリ
ケーション」に変更し、アク
ションを「アプリケーション
の停止」に変更します。

Batch 実行キャンセルタスクを作成する

タスク 説明 必要なスキル

「Batch をキャンセル」アクショ
ンを作成します。

1. [サービス]、[AWS メインフ
レームモダナイゼーションタ
スク] に移動します。

2. 右側のパネルで、必須フィー
ルドに入力します。
• 名前: メインフレームの最新

化Batch 実行のキャンセル
• エージェント: 唯一のエー

ジェント (AGNT0001) を選
択してください

AWS メインフレームの近代化
の詳細:
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
• アクション:Batch 実行を

キャンセル
• AWS 認証情報: EC2 イン

スタンスに IAM ロールを
追加している場合は、こ
のフィールドを空白のま
まにしておくことができま
す。AWSAccessKeyIDと
を使用する場合
はAWSSecretKey、以前に
作成した認証情報を選択し
てください。

• エンドポイント:エンドポイ
ントのリージョンが正しい
ことを確認してください。
デフォルトは https://m2.us-
east-1.amazonaws.com で
す。

• 地域: AWS メインフレー
ムモダナイゼーションサー
ビスのリージョンを入力し
ます。デフォルトは us-
east-1 です。

• アプリケーション: フィール
ド () の横にあるアイコンを
選択し、「アプリケーショ
ンの選択肢を更新」で「送
信」を選択します。これに
より、AWS メインフレーム
モダナイゼーションサービ
スに接続され、アプリケー
ションのリストが返されま
す。これで、ドロップダウ
ンリストから、アプリケー
ションを選択する事ができ
ます。バッチジョブを実行
するアプリケーションを選
択します。

• 成功または失敗を待つ:この
オプションを選択すると、
タスクはバッチジョブのス
テータスが成功または失敗
になるまで待機します。

• ポーリング間隔: これは、各
ポーリング間の時間です。

• 実行ログを取得: 選択する
と、バッチジョブの完了時
にログが自動的に取得され
ます。

• ログ形式: これは印刷される
ログの形式です。テキスト
形式でも JSON 形式でもか
まいません。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
3. 残りのフィールドにはデフォ

ルト値のままにし、タスクを
保存します。

関連リソース
• ユニバーサルコントローラー
• ユニバーサルエージェント
• LDAP 設定
• シングルサインオン設定
• 高可用性
• エクスプレス・コンバージョンツール

追加情報
ワークフローエディタのアイコン

すべてのタスクが接続されています

ワークフローステータス

AWS CDK を使用して Amazon ECS Anywhere を
セットアップして、オンプレミスのコンテナアプリ
ケーションを管理します

ラーフル・シャラッド・ガイクワッド博士 (AWS) によって作成されました

code repository

• amazon-ecs-anywhere-cdk-サ
ンプル

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:モダナイゼーショ
ン、コンテナとマイクロサービ
ス、ハイブリッドクラウド、イ
ンフラストラクチャ DevOps

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS 
CDK、Amazon ECS、AWS 
Identity and Access Management

概要
Amazon ECS Anywhere は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の拡張機能です。ECS 
Anywhere を使用して、ネイティブ Amazon ECS タスクをオンプレミス環境または顧客管理環境にデプロ
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前提条件と制限

イできます。この機能により、コストを削減し、複雑なローカルコンテナのオーケストレーションと運用
を軽減できます。ECS Anywhere を使用すると、オンプレミス環境とクラウド環境の両方でコンテナアプ
リケーションをデプロイして実行できます。これにより、チームが複数の分野やスキルを習得したり、複
雑なソフトウェアを自分で管理したりする必要がなくなります。

このパターンは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) スタックを使用して ECS Anywhere をセット
アップする手順を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストール、設定 (AWS CLI ドキュメントの「AWS CLI 

のインストール、更新、およびアンインストール」を参照してください) 
• AWS CDK ツールキット、インストールおよび設定 (AWS CDK ドキュメントの AWS CDK Toolkit を参

照し、指示に従って最新バージョンをグローバルにインストールしてください)。
• ノードパッケージマネージャ (npm)。に AWS CDK 用にインストールおよび設定されています 

TypeScript。(npm ドキュメントの [Node.js と npm のダウンロードとインストール] を参照してくださ
い)

機能制限

• 制限事項と考慮事項については、Amazon ECS ドキュメントの「外部インスタンス (Amazon ECS 
Anywhere)」を参照してください。

製品バージョン

• AWS CDK ツールキットバージョン 1.116.0 以降
• エヌピーエヌピーエムバージョン 7.20.3 またはそれ以降
• Node.js バージョン 16.6.1 またはそれ以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS CloudFormation
• AWS CDK
• Amazon ECS Anywhere
• AWS Identity and Access Management (IAM)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、このパターンで実装されている AWS CDK を使用して ECS Anywhere をセットアップする高レ
ベルのシステムアーキテクチャを示しています。 TypeScript

1. AWS CDK スタックをデプロイすると、AWS CloudFormation にスタックが作成されます。
2. CloudFormation スタックは Amazon ECS クラスターと関連する AWS リソースをプロビジョニングし

ます。
3. Amazon ECS クラスターに外部インスタンスを登録するには、仮想マシン (VM) に AWS Systems 

Manager エージェント (SSM エージェント) をインストールし、その仮想マシンを AWS Systems 
Manager マネージドインスタンスとして登録する必要があります。 
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http://aws.amazon.com/cdk/
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Tools

4. Amazon ECS クラスターに外部インスタンスとして登録するには、Amazon ECS コンテナエージェン
トと Docker を仮想マシンにインストールする必要もあります。

5. 外部インスタンスを Amazon ECS クラスターに登録して設定すると、外部インスタンスとして登録さ
れた VM 上で複数のコンテナを実行できます。

自動化とスケーリング

GitHub このパターンで提供されるリポジトリは、AWS CDK をコードとしてのインフラストラクチャ 
(IaC) ツールとして使用して、このアーキテクチャの設定を作成します。AWS CDK は、リソースのオーケ
ストレーションと ECS Anywhere の設定に役立ちます。

Tools
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ

びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ

ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

Code

このパターンのソースコードは GitHub、Amazon ECS Anywhere CDK サンプルリポジトリにあります。
リポジトリをクローンして使用するには、次のセクションの指示に従います。

叙事詩
AWS CDK 構成の検証

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK のバージョンを確認し
ます。

AWS CDK Toolrepository のバー
ジョンを確認するには、次のコ
マンドを実行します。

cdk --version

このパターンには、バージョン 
1.116.0 以降が必要です。以前の
バージョンの AWS CDK を使用
している場合は、AWS CDK ド
キュメントの指示に従って更新
してください。

DevOps エンジニア

AWS 認証情報を設定します。 認証情報を設定するには、aws 
configureコマンドを実行して
プロンプトに従います。

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your-access-key-ID>
AWS Secret Access Key 
 [None]: <your-secret-
access-key>

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
Default region name [None]: 
 <your-Region-name>
Default output format 
 [None]:

AWS CDK 環境をブートストラップする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK コードリポジトリのク
ローンを作成します。

以下のコマンドを使用して、 
GitHub このパターンのコードリ
ポジトリを複製します。

git clone https://
github.com/aws-samples/
amazon-ecs-anywhere-cdk-
samples.git

DevOps エンジニア

環境をブートストラップしま
す。

使用したいアカウントと 
AWS リージョンに AWS 
CloudFormation テンプレートを
デプロイするには、以下のコマ
ンドを実行します。

cdk bootstrap <account-
number>/<Region>

詳細については、AWS CDK ド
キュメントの「ブートストラッ
プ」を参照してください。

DevOps エンジニア

プロジェクトの構築とデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

パッケージの依存関係をインス
トールし、 TypeScript ファイル
をコンパイルします。

次のコマンドを実行して、パッ
ケージの依存関係をインストー
ルし、 TypeScript ファイルをコ
ンパイルします。

$cd amazon-ecs-anywhere-cdk-
samples
$npm install
$npm fund 

これらのコマンドは、すべての
パッケージを同じサンプルリ
ポジトリからインストールしま
す。 

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
重要:パッケージが見つからない
というエラーが表示された場合
は、以下のいずれかのコマンド
を使用してください。

$npm ci    

-または-

$npm install -g @aws-cdk/
<package_name>

詳細については、npm ドキュメ
ントの npm ci と npm repository 
を参照してください。

プロジェクトをビルドします。 プロジェクトコードをビルドす
るには、以下のコマンドを実行
します。

npm run build

プロジェクトの構築とデプロイ
の詳細については、AWS CDK ド
キュメントの「はじめての AWS 
CDK アプリケーション」を参照
してください。

DevOps エンジニア

プロジェクトをデプロイしま
す。

プロジェクトコードをデプロイ
するには、コマンドを実行しま
す。

cdk deploy

DevOps エンジニア

スタックの作成と出力を確認し
ます。

https://console.aws.amazon.com/
cloudformation で AWS 
CloudFormation  コンソールを開
き、EcsAnywhereStackスタッ
クを選択します。 Outputs タブ
には、外部 VM で実行するコマ
ンドが表示されます。

DevOps エンジニア

オンプレミスのマシンを設定します

タスク 説明 必要なスキル

Vagrantを使用して仮想マシンを
セットアップします。

デモとして、HashiCorp Vagrant
を使用してVMを作成できま
す。Vagrantは、ポータブルな
仮想ソフトウェア開発環境を
構築および保守するためのオー
プンソースユーティリティで

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
す。vagrant upVagrantfile
が置かれているルートディレ
クトリからコマンドを実行し
て、VagrantVMを作成します。
詳細については、Vagrantのド
キュメントを参照してくださ
い。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

VM を外部インスタンスとして登
録します。

1. vagrant sshコマンドを使用
してVagrant VMにログインしま
す。詳細については、Vagrantの
ドキュメントを参照してくださ
い。

2. VM を AWS Systems Manager 
に登録したり、外部インスタ
ンスをアクティブ化したりす
るために使用できるアクティ
ベーションコードと ID を作成
します。このコマンドの出力に
は、ActivationIdActivationCode次
の値が含まれます。 

aws ssm create-
activation --iam-role 
 EcsAnywhereInstanceRole | 
 tee ssm-activation.json

3. アクティベーション ID とコー
ド値をエクスポートします。

export 
 ACTIVATION_ID=<activation-
ID>
export 
 ACTIVATION_CODE=<activation-
code>

4. インストールスクリプトをオ
ンプレミスのサーバーまたは VM 
にダウンロードします。

curl -o "ecs-anywhere-
install.sh" "https://amazon-
ecs-agent.s3.amazonaws.com/
ecs-anywhere-install-
latest.sh" && sudo chmod +x 
 ecs-anywhere-install.sh

5. オンプレミスのサーバーまた
は VM でインストールスクリプ
トを実行します。

sudo ./ecs-anywhere-
install.sh \ 
    --cluster test-ecs-
anywhere \ 
     --activation-id 
 $ACTIVATION_ID \ 
     --activation-code 
 $ACTIVATION_CODE \ 
    --region <Region>

DevOps エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
VM の設定と登録の詳細について
は、Amazon ECS ドキュメント
の「クラスターへの外部インス
タンスの登録」を参照してくだ
さい。

ECS Anywhere と外部仮想マシ
ンのステータスを確認します。

仮想ボックスが Amazon ECS 
コントロールプレーンに接続さ
れ、実行されているかどうかを
確認するには、以下のコマンド
を使用します。

aws ssm describe-instance-
information
aws ecs list-container-
instances --cluster 
 $CLUSTER_NAME

DevOps エンジニア

クリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

リソースをクリーンアップして
削除します。

このパターンを確認したら、追
加料金が発生しないように、作
成したリソースを削除する必要
があります。クリーンアップす
るには、次のコマンドを実行し
ます。

cdk destroy

DevOps エンジニア

関連リソース
• Amazon ECS Anywhere のドキュメント 
• Amazon ECS Anywhere
• Amazon ECS Anywhere ワークショップサンプル

ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS 
で最新化

ビジャイ・アナンド・ラマリンガム（AWS）とスリーラクシュミ・パイ（AWS）が作成

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: モダナイゼーショ
ン、コンテナとマイクロサービ
ス、ウェブホスティング、ウェ

ワークロード: Microsoft
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概要

ブサイトとウェブアプリ、ソフ
トウェア開発とテスト

AWS サービス: CloudWatchア
マゾン、アマゾン ECS、AWS 
Systems Manager

概要
このパターンは、従来のモノリス型の ASP.NET Web フォームアプリケーションをAmazon Web Services 
(AWS) の ASP.NET Core に移植してモダナイズする手順を示しています。 

ASP.NET Web フォームアプリケーションを ASP.NET Core に移植すると、Linux のパフォーマンス、コ
スト削減、堅牢なエコシステムを活用できます。ただし、これはかなりの手作業になる可能性がありま
す。このパターンでは、レガシーアプリケーションは段階的なアプローチを使用して段階的に最新化さ
れ、その後 AWS クラウドでコンテナ化されます。

ショッピングカート用の従来のモノリスアプリケーションを考えてみましょう。ASP.NET Web フォーム
アプリケーションとして作成され、.aspx ページと code-behind (aspx.cs) ファイルで構成されていると
仮定します。最新化プロセスには、3 つのステップがあります。

1. 適切な分解パターンを使用して、モノリスをマイクロサービスに分割します。詳細については、AWS 
Prescriptive Guidance ウェブサイトの「モノリスをマイクロサービスに分解する」ガイドを参照してく
ださい。

2. 従来の ASP.NET Web フォーム (.NET フレームワーク) アプリケーションを、.NET 5 以降の ASP.NET 
Core に移植します。このパターンでは、.NET 用移植アシスタントを使用して ASP.NET Web フォーム
アプリケーションをスキャンし、ASP.NET Core との非互換性を特定します。これにより、手動での移
植作業が軽減されます。

3. React を使用してウェブフォーム UI レイヤーを再開発します。このパターンは UI の再開発には対応し
ていません。手順については、React ドキュメントの「新しい React アプリの作成」を参照してくださ
い。

4. Web フォームのコードビハインドファイル (ビジネスインターフェイス) を ASP.NET Core Web API と
して再開発します。このパターンでは、NDependレポートを使用して必要なファイルと依存関係を特定
します。

5. Porting Assistant for .NET を使用して、レガシーアプリケーションのビジネスロジックやデータアクセ
スなどの共有プロジェクトや共通プロジェクトを.NET 5 以降にアップグレードします。 

6. アプリケーションを補完する AWS サービスを追加してください。たとえば、Amazon CloudWatch 
Logs を使用して、アプリケーションのログのモニタリング、保存、アクセスを行うことができ、AWS 
Systems Manager を使用してアプリケーションの設定を保存できます。

7. 最新の ASP.NET Core アプリケーションをコンテナ化します。このパターンでは、Visual Studio で 
Linux を対象とする Docker ファイルが作成され、Docker Desktop を使用してローカルでテストされま
す。このステップは、レガシーアプリケーションがオンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Windows インスタンスですでに実行されていることを前提としています。詳細について
は、「Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET コアウェブ API Docker コンテナを実行する」とい
うパターンを参照してください。

8. 最新の ASP.NET Core Application を、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にデプロイ
します。このパターンにはデプロイ手順は含まれていません。手順については、Amazon ECS ワーク
ショップを参照してください。

注:このパターンでは、UI 開発、データベースの近代化、コンテナのデプロイ手順は対象外です。

前提条件と制限
前提条件
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アーキテクチャ

• Visual Studio または Visual Studio コード、ダウンロードおよびインストール
• AWS マネジメントコンソールと AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2 を使用して 

AWS アカウントにアクセスできます。(AWS CLI の設定手順を参照してください)。
• AWS Toolkit for Visual Studio (セットアップ手順を参照)。
• Docker デスクトップ、ダウンロードおよびインストール
• .NET SDK、ダウンロードおよびインストール。
• NDepend ツール、ダウンロードおよびインストール Visual Studio 用の NDepend 拡張機能をインス

トールするには、を実行しますNDepend.VisualStudioExtension.Installer (手順を参照)。要件
に応じて、ビジュアルスタジオ 2019 または 2022 を選択できます。 

• .NET 用ポーティングアシスタント、ダウンロードおよびインストール

アーキテクチャ
ショッピングカートアプリケーションの最新化

次の図は、従来の ASP.NET ショッピングカートアプリケーションの最新化プロセスを示しています。

ターゲットアーキテクチャ

AWS で最新のショッピングカートアプリケーションのアーキテクチャを以下に図で示します。ASP.NET 
Core のウェブ API は、Amazon ECS クラスターにデプロイされます。ロギングおよび設定サービスは 
Amazon CloudWatch Logs と AWS Systems Manager によって提供されます。

Tools
AWS サービス

• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、
停止、管理を行うための、高度にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。タスクとサービス
は、AWS Fargate で管理されるサーバーレスインフラストラクチャで実行できます。または、インフラ
ストラクチャをより詳細に制御するために、管理する EC2 インスタンスのクラスターでタスクとサービ
スを実行できます。

• Amazon CloudWatch Logs — Amazon CloudWatch Logs は、使用中のすべてのシステム、アプリケー
ション、AWS のサービスからのログを、一元管理します。ログを表示および監視したり、特定のエラー
コードやパターンを検索したり、特定のフィールドに基づいてフィルタリングしたり、future 分析のた
めに安全にアーカイブしたりできます。

• AWS Systems Manager ─ AWS Systems Manager は、AWS でインフラストラクチャを表示および
コントロールするために使用できる AWS のサービスです。Systems Manager コンソールを使用する
と、AWS のさまざまなサービスからの運用データを表示させ、AWS リソース全体に関わる運用タスク
を自動化できます。Systems Manager はマネージドインスタンスをスキャンし、検出されたポリシー違
反を報告（または是正措置を講じる）して、セキュリティとコンプライアンスを維持することができま
す。

Tools

• ビジュアルスタジオまたはビジュアルスタジオコード — .NET アプリケーション、Web API、およびそ
の他のプログラムを構築するためのツール。

• AWS Toolkit for Visual Studio — AWS のサービスを使用する .NET アプリケーションの開発、デバッ
グ、デプロイを支援する Visual Studio の拡張機能です。
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• Docker Desktop — コンテナ化されたアプリケーションの構築とデプロイを簡素化するツール。
• NDepend — .NET コードの依存関係、品質問題、コード変更を監視するアナライザーです。
• .NET 用移植アシスタント — .NET コードをスキャンして、.NET Core との非互換性を特定し、移行作

業を見積もる分析ツールです。

叙事詩
レガシーアプリケーションを.NET 5 以降のバージョンに移植する

タスク 説明 必要なスキル

.NET Framework のレガシーアプ
リケーションを.NET 5 にアップ
グレードしてください。

.NET 用移植アシスタントを
使用して、従来の ASP.NET 
Web フォームアプリケーショ
ンを.NET 5 以降に変換できま
す。.NET 用ポーティングアシス
タントのドキュメントの指示に
従ってください。

アプリケーションデベロッパー

NDepend レポートを生成しま
す。

ASP.NET Web Forms アプリ
ケーションをマイクロサービス
に分解して最新化する場合、レ
ガシーアプリケーションのすべ
ての.cs ファイルが必要ない場合
があります。NDepend を使用し
て任意のコードビハインド (.cs) 
ファイルのレポートを生成し、
すべての呼び出し元と呼び出し
先を取得できます。このレポー
トは、マイクロサービス内の必
要なファイルのみを識別して使
用するのに役立ちます。

NDepend をインストールした
ら (「前提条件 (p. 2177)」セク
ションを参照)、Visual Studio で
レガシーアプリケーションのソ
リューション (.sln ファイル) を
開き、次の手順に従います。

1. Visual Studio でレガシーア
プリケーションをビルドしま
す。

2. Visual Studio のメニューバー
で、「NDepend」、「新し
い NDepen プロジェクトを現
在の VS ソリューションにア
タッチする」を選択します。 

3. [.NET アセンブリの分析] を選
択します。 

4. 分析が完了したら、ソ
リューションエクスプロー
ラーでプロジェクトに移
動します。レポートを生

アプリケーションデベロッパー
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https://www.docker.com/products/docker-desktop
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
成したい任意のコードビ
ハインドファイル (たとえ
ば、listproducts.aspx.cs) 
を右クリックして、[依存関
係グラフに表示] を選択しま
す。 

5. ナビゲーションバーで、[発信
者と呼び出し先] を選択し、
[コードクエリの編集] を選択
します。 

6. 「クエリーとルールの編集」
ペインで、「ダウンロード」
矢印を選択し、「Excel にエク
スポート」を選択します。

このプロセスにより、すべての
発信者と呼び出し先を一覧表
示するコードビハインドファイ
ルのレポートが生成されます。
ディペンデンシーグラフの詳細
については、NDepend のドキュ
メントを参照してください。
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タスク 説明 必要なスキル

新しい .NET 5 ソリューションを
作成します。

最新の ASP.NET Core ウェブ 
API 用に新しい.NET 5 (またはそ
れ以降) の構造を作成するには:

1. Visual Studio を開きます。
2. 新しい空白のソリューション

を作成します。
3. レガシーアプリケーションに

基づいて、.NET 5 (またはそ
れ以降) を対象とする新しい
プロジェクトを作成します。
ショッピングカートアプリ
ケーションのレガシープロ
ジェクトと新規プロジェク
トの例については、「追加情
報 (p. 2185)」セクションを参
照してください。

4. 前のステップの NDepend レ
ポートを使用して、必要な
ファイルをすべて特定しま
す。以前にアップグレードし
たアプリケーションからこれ
らのファイルをコピーし、新
しいソリューションに追加し
ます。

5. ソリューションを構築し、す
べての問題を解決してくださ
い。

プロジェクトとソリューション
の作成について詳しくは、Visual 
Studio のドキュメントを参照し
てください。

注:ソリューションを構築して
機能を検証する際、NDepend
が識別したファイル以外に、ソ
リューションに追加するファイ
ルがいくつか見つかる場合があ
ります。

アプリケーションデベロッパー

アプリケーションコードの更新

タスク 説明 必要なスキル

ASP.NET Core を使用してウェ
ブ API を実装します。

従来のモノリスショッピング
カートアプリケーションで特
定したマイクロサービスの1つ
が製品であると仮定します。
前のエピックで、製品用の新し
い ASP.NET Core Web API プ
ロジェクトを作成しました。

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
このステップでは、製品に関
連するすべての Web フォーム 
(.aspx ページ) を特定して最新
化します。先ほどの「アーキテ
クチャ (p. 2178)」セクションで
説明したように、製品が 4 つの 
Web フォームで構成されている
と仮定します。

• 商品を一覧表示
• 製品を表示する
• 製品の追加/編集
• 製品を削除

各ウェブフォームを分析し、何
らかのロジックを実行するた
めにデータベースに送信される
すべてのリクエストを特定し、
応答を得る必要があります。
各リクエストはウェブ API エ
ンドポイントとして実装できま
す。ウェブフォームを考慮する
と、製品には以下のようなエン
ドポイントが存在する可能性が
あります。

• /api/products
• /api/products/{id}
• /api/products/add
• /api/products/update/
{id}

• /api/products/delete/
{id}

前述のように、ビジネスロジッ
ク、データアクセス、共有/共通
プロジェクトなど、.NET 5 に
アップグレードした他のすべて
のプロジェクトも再利用できま
す。
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Amazon CloudWatch ログを設定
します。

Amazon CloudWatch Logs を
使用して、アプリケーショ
ンのログのモニタリング、
保存、アクセスを行うこと
ができます。AWS SDK を使
用して Amazon CloudWatch 
ログにデータを記録できま
す。NLog、Log4Net、ASP.NET 
Core ロギングフレームワー
クなどの一般的な.NETロギ
ングフレームワークを使用し
て、.NET アプリケーションをロ
グと統合することもできます。 
CloudWatch

このステップの詳細につい
ては、ブログ記事「Amazon 
CloudWatch Logs と .NET ロギ
ングフレームワーク」を参照し
てください。

アプリケーションデベロッパー

AWS Systems Manager 
Parameter Store を設定します。

AWS Systems Manager 
Parameter Store を使用し
て、接続文字列などのアプ
リケーション設定をアプリ
ケーションのコードとは別
に保存できます。 NuGet
Amazon.Extensions.Configuration
パッケージです。 
SystemsManagerアプリケーショ
ンが AWS Systems Manager 
Parameter Store から.NET Core 
設定システムにこれらの設定
をロードする方法を簡略化しま
す。 

このステップの詳細について
は、ブログ記事「AWS Systems 
Manager 用の .NET Core 設定プ
ロバイダー」を参照してくださ
い。

アプリケーションデベロッパー

認証と認可を追加する

タスク 説明 必要なスキル

認証には共有クッキーを使用し
てください。

従来のモノリスアプリケーショ
ンの最新化は反復的なプロセ
スであり、モノリスとその最新
バージョンを共存させる必要が
あります。共有 Cookie を使用す
ると、2 つのバージョン間の認証
をシームレスに行うことができ
ます。最新の ASP.NET Core ア

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
プリケーションが Cookie を検証
する間、従来の ASP.NET アプリ
ケーションは引き続きユーザー
の資格情報を検証して Cookie を
発行します。 

手順とサンプルコードについて
は、 GitHub サンプルプロジェク
トを参照してください。

コンテナをローカルで構築して実行する

タスク 説明 必要なスキル

Visual Studio を使用して Docker 
イメージを作成します。

このステップでは、.NET Core 
Web API 用の Visual Studio を使
用して Docker ファイルを作成し
ます。

1. Visual Studio を開きます。 
2. ソリューションエクスプロー

ラーで、プロジェクトのコ
ンテキスト (右クリック) メ
ニューから、[Add]、[Docker 
Support] (Docker Support) を
選択します。

3. ターゲットオペレーティング
システムとして Linux を選択
します。

ビジュアルスタジオはプロジェ
クト用の Docker ファイルを作
成します。Docker ファイルのサ
ンプルについては、マイクロソ
フト Web サイトの「Docker 用 
Visual Studio コンテナツール」
を参照してください。

アプリケーションデベロッパー

Docker Desktop を使用してコン
テナをビルドして実行します。

これで、Docker Desktop でコン
テナをビルド、作成、実行でき
るようになりました。

1. [コマンドプロント] ウィン
ドウを開きます。Docker 
ファイルが保存されているソ
リューションフォルダに進み
ます。次のコマンドを実行し
て Docker イメージを作成しま
す。

docker build -t 
 aspnetcorewebapiimage -f 
 Dockerfile .

アプリケーションデベロッパー
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
2. すべての Docker イメージを表

示するには、次のコマンドを
実行します。

docker images

3. 次のコマンドを実行して、コ
ンテナを作成して実行しま
す。

docker run -d -p 
 8080:80 --name 
 aspnetcorewebapicontainer 
 aspnetcorewebapiimage

4. Docker デスクトップ
を開き、「コンテナ/
アプリ」を選択しま
す。aspnetcorewebapicontainer running 
という名前の新しいコンテナ
が表示されます。

関連リソース
• Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET コアウェブ API Docker コンテナを実行する (AWS 規範ガ

イダンス)
• Amazon ECS ワークショップ
• AWS CodeDeploy を使用して ECS ブルー/グリーンデプロイを実行する CloudFormation (AWS 

CloudFormation ドキュメント)
• NDepend 入門ガイド (NDepen ドキュメンテーション)
• .NET 用ポーティングアシスタント

追加情報
次の表は、従来のショッピングカートアプリケーションのサンプルプロジェクトと、最新化された 
ASP.NET Core アプリケーションの同等のプロジェクトの例を示しています。

レガシーソリューション:

[Project name] (プロジェクト名) プロジェクトテンプレート Target framework

ビジネスインターフェイス クラスライブラリのインストール 特定のランタイムライブラリま
たは .NET Framework の最小
バージョンが必要です。

BusinessLogic クラスライブラリのインストール 特定のランタイムライブラリま
たは .NET Framework の最小
バージョンが必要です。

WebApplication ASP.NET Core Web Applications 特定のランタイムライブラリま
たは .NET Framework の最小
バージョンが必要です。

2185
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AWS でのメインフレームのオン
ライン印刷ワークロードを最新化

UnitTests NUnit テストプロジェクト 特定のランタイムライブラリま
たは .NET Framework の最小
バージョンが必要です。

共有-> 共通 クラスライブラリのインストール 特定のランタイムライブラリま
たは .NET Framework の最小
バージョンが必要です。

共有-> フレームワーク クラスライブラリのインストール 特定のランタイムライブラリま
たは .NET Framework の最小
バージョンが必要です。

新しい解決策:

[Project name] (プロジェクト名) プロジェクトテンプレート Target framework

BusinessLogic クラスライブラリのインストール .NET 5.0

<WebAPI> ASP.NET Core Web API .NET 5.0

<WebAPI>。 UnitTests NUnit 3 テストプロジェクト .NET 5.0

共有-> 共通 クラスライブラリのインストール .NET 5.0

共有-> フレームワーク クラスライブラリのインストール .NET 5.0

Micro Focus エンタープライズサーバーと LRS 
VPSX/MFI を使用して、AWS のメインフレームオ
ンライン印刷ワークロードを最新化しましょう

シャバム・ロイ（AWS）、エイブラハム・ロンドン（マイクロ・フォーカス）、ガイ・タッカー（リー
ヴァイ、レイ・アンド・シャウプ社）、ケビン・ヤン（AWS）が作成

環境:PoC またはパイロット ソース:メインフレーム ターゲット:AWS

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:IBM テクノロジー:近代化、移行

AWS サービス:AWS マネージ
ドマイクロソフト AD、Amazon 
EC2、アマゾン RDS、アマゾン 
EBS

概要
このパターンは、最新化されたメインフレームアプリケーションのランタイムとして Micro Focus 
Enterprise Server を使用し、プリントサーバーとして LRS VPSX/MFI (Micro Focus Interface) を使用し
て、Amazon Web Services (AWS) クラウド上のビジネスクリティカルなメインフレームのオンライン印
刷ワークロードを最新化する方法を示しています。このパターンは、リプラットフォーム・メインフレー
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前提条件と制限

ム・モダナイゼーション・アプローチに基づいています。このアプローチでは、メインフレームのオン
ラインアプリケーションを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) に移行し、IBM DB2 for z/OS 
など、メインフレームデータベースを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行しま
す。最新の印刷ワークフローの認証と認可は、AWS Managed Microsoft AD とも呼ばれる AWS Directory 
Service for Microsoft AD によって実行されます。LRS ディレクトリ情報サーバー (LRS/DIS) は、印刷ワー
クフローの認証と承認のために AWS マネージド Microsoft AD と統合されています。オンライン印刷の
ワークロードを最新化することで、IT インフラストラクチャのコストを削減し、レガシーシステムを維持
することによる技術的負債を軽減し、データサイロを排除し、 DevOps モデルによる俊敏性と効率性を高
め、AWS クラウドのオンデマンドリソースと自動化を活用できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• メインフレームのオンライン印刷または出力管理ワークロード
• Micro Focus Enterprise Server上で動作するメインフレームアプリケーションを再構築して配信する方法

に関する基本的な知識 (詳細については、Micro Focusドキュメントのエンタープライズサーバーデータ
シートを参照してください)。

• LRS クラウド印刷ソリューションと概念に関する基本的な知識 (詳細については、LRS ドキュメントの
「出力の最新化」を参照してください)。

• Micro Focus エンタープライズサーバーソフトウェアとライセンス (詳細については、Micro Focus の営
業担当者にお問い合わせください)

• LRS VPSX/MFI、LRS/キュー、LRS/DIS ソフトウェアとライセンス (詳細については、LRS の営業担当
者にお問い合わせください)

注:メインフレームのオンライン印刷ワークロードの構成上の考慮事項の詳細については、このパターンの
「追加情報」セクションの「考慮事項」を参照してください。

製品バージョン

• Micro Focus エンタープライズサーバー 6.0 (製品アップデート 7)
• LRS VPSX/MFI V1R3 またはそれ以降

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• オペレーティングシステム — IBM z/OS
• プログラミング言語 — 共通ビジネス指向言語 (COBOL) と顧客情報管理システム (CICS) 
• データベース — IBM DB2 for z/OS IBM 情報管理システム (IMS) および仮想ストレージアクセス方法 

(VSAM)
• セキュリティ — リソースアクセス制御機能 (RACF)、z/OS 用 CA トップシークレット、およびアクセ

ス制御機能 2 (ACF2)
• 印刷および出力管理 — IBM メインフレーム z/OS 印刷製品 (z/OS、LRS、および CA View 用 IBM 

Infoprint Server)

ターゲットテクノロジースタック

• オペレーティングシステム — Amazon EC2 上で稼働するマイクロソフト Windows サーバー
• コンピュート — Amazon EC2
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• プログラミング言語 — COBOL と CICS
• データベース — Amazon RDS
• セキュリティ — AWS Managed Microsoft AD
• 印刷と出力管理 — AWS の LRS 印刷ソリューション
• メインフレームランタイム環境 — Micro Focus エンタープライズサーバー

ソースアーキテクチャ

次の図は、メインフレームのオンライン印刷ワークロードの一般的な現在のアーキテクチャを示していま
す。

図表表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーは、COBOLで記述されたIBM CICSアプリケーション上に構築されたエンゲージメントシステ
ム（SoE）上でビジネストランザクションを実行します。

2. SoE は、ビジネストランザクションデータを IBM DB2 for z/OS などの system-of-records (SoR) データ
ベースに記録するメインフレームサービスを呼び出します。

3. SoR は SoE からのビジネスデータを保持します。
4. ユーザが CICS SoE から印刷出力を生成する要求を開始すると、印刷トランザクションアプリケーショ

ンが起動して印刷要求を処理します。 
5. 印刷トランザクションアプリケーション (CICS や COBOL プログラムなど) は、データベースからデー

タを抽出し、ビジネス要件に従ってデータをフォーマットし、請求明細書、ID カード、ローン明細書
などのビジネス出力 (印刷データ) を生成します。次に、アプリケーションは、仮想電気通信アクセス
方式 (VTAM) を使用して印刷要求を送信します。z/OS 印刷サーバー (IBM InfoPrint Server など) は、 
NetSpool または同様の VTAM コンポーネントを使用して印刷要求をインターセプトし、JES 出力パラ
メーターを使用して JES スプールに印刷出力データセットを作成します。JES 出力パラメータは、印
刷サーバーが出力を特定のネットワークプリンタに送信するために使用するルーティング情報を指定し
ます。VTAM という用語は、z/OS 通信サーバーと z/OS のシステムネットワークアーキテクチャ (SNA) 
サービス要素を指します。

6. 印刷出力送信コンポーネントは、出力印刷データセットを JES スプールから LRS (このパターンで示さ
れているとおり)、IBM InfoPrint Server、または電子メール宛先などのリモートプリンターまたは印刷
サーバーに送信します。

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS クラウドにデプロイされたメインフレームのオンライン印刷ワークロードのアーキテク
チャを示しています。

図表表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーは、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの印刷出力を作成するために、オンライン 
(CICS) ユーザーインターフェイスから印刷要求を開始します。

2. メインフレームのオンラインアプリケーション（Amazon EC2に再プラットフォーム化）は、Micro 
Focus Enterprise Serverランタイムを使用してアプリケーションデータベースからデータを抽出
し、ビジネスロジックをデータに適用し、データをフォーマットしてから、Micro Focus CICS Print 
Exit（DFHUPRNT）を使用してデータを印刷先に送信します。 

3. アプリケーションデータベース (Amazon RDS 上で動作する SoR) は、印刷出力用のデータを保持しま
す。
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4. LRS VPSX/MFI 印刷ソリューションはAmazon EC2 にデプロイされ、その運用データは Amazon 
Elastic BElastic Block Store (Amazon EBS) に保存されています。LRS VPSX/MFIは、TCP/IPベースの
LRS/キュー送信エージェントを使用して、Micro Focus CICS 印刷終了API (DFHUPRNT) を介して印刷
データを収集し、指定されたプリンタの宛先にデータを配信します。最新のCICSアプリケーションで使
用されていたオリジナルのTERMID（TERM）がVPSX/MFIキュー名として使用されます。 

注:ターゲットソリューションでは、通常、IBM Advanced Function Presentation (AFP) や Xerox ラインコ
ンディションデータストリーム (LCDS) などのメインフレームフォーマット言語に対応するためにアプリ
ケーションを変更する必要はありません。Micro FocusをAWSでのメインフレームアプリケーションの移
行と最新化に使用する方法の詳細については、AWS ドキュメントの「Micro FocusによるAWS のエンター
プライズメインフレームワークロードの強化」を参照してください。

AWS インフラストラクチャアーキテクチャ

次の図は、メインフレームのオンライン印刷ワークロード向けの、可用性が高く安全な AWS インフラス
トラクチャアーキテクチャを示しています。

図表表に示す内容は以下のワークフローです。

1. メインフレームのオンラインアプリケーション (CICS や COBOL などのプログラミング言語で書かれて
います) は、コアビジネスロジックを使用して、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの印刷出力
を処理および生成します。このオンラインアプリケーションは、高可用性 (HA) を実現するために 2 つ
のアベイラビリティーゾーン (AZ) にわたる Amazon EC2 にデプロイされ、Micro Focus CICS Print Exit 
を使用して印刷出力を LRS VPSX/MFI にルーティングしてエンドユーザーによる印刷を行います。

2. LRS VPSX/MFIは、TCP/IPベースのLRS/キュー送信エージェントを使用して、Micro Focusのオンライ
ン印刷終了プログラミングインターフェイスから印刷データを収集またはキャプチャします。オンライ
ン印刷終了は、LRS VPSX/MFIが印刷ファイルを効果的に処理し、LRS/キューコマンドを動的に作成で
きるようにするために必要な情報を渡します。注:印刷用のさまざまな CICS アプリケーションプログラ
ミング方法と、それらが Micro Focus Enterprise サーバーと LRS VPSX/MFI でサポートされる方法の詳
細については、このパターンの「追加情報」セクションの「印刷データキャプチャ」を参照してくださ
い。

3. Network Load Balancer は、Micro FocusエンタープライズサーバーをLRS VPSX/MFIと統合するた
めのDNS名を提供します。注:LRS VPSX/MFI はレイヤー 4 ロードバランサーをサポートしていま
す。Network Load Balancer は、LRS VPSX/MFIの基本的なヘルスチェックも行い、登録された正常な
ターゲットにトラフィックをルーティングします。

4. LRS VPSX/MFI プリントサーバーは、高可用性のための 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる 
Amazon EC2 にデプロイされ、Amazon EBS を運用データストアとして使用します。LRS VPSX/MFI
は、アクティブ-アクティブとアクティブ-パッシブの両方のサービスモードをサポートします。この
アーキテクチャでは、アクティブ/パッシブのペアで複数のアベイラビリティーゾーンをアクティブお
よびホットスタンバイとして使用します。Network Load Balancer は、LRS VPSX/MFI EC2 インスタン
スのヘルスチェックを実行し、アクティブなインスタンスが異常な状態にある場合、別のアベイラビリ
ティーゾーンのホットスタンバイインスタンスにトラフィックをルーティングします。印刷リクエスト
は、各 EC2 インスタンスの LRS Job キューにローカルに保存されます。回復した場合、LRS サービス
が印刷要求の処理を再開するには、障害が発生したインスタンスを再起動する必要があります。注:LRS 
VPSX/MFIは、プリンタフリートレベルでもヘルスチェックを実行できます。詳細については、このパ
ターンの「追加情報」セクションの「プリンタ群のヘルスチェック」を参照してください。

5. AWS マネージド Microsoft AD は LRS/DIS と統合して、印刷ワークフローの認証と承認を行います。詳
細については、このパターンの「追加情報」セクションの「印刷認証と承認」を参照してください。

6. LRS VPSX/MFI はブロックストレージに Amazon EBS を使用しています。アクティブな EC2 インス
タンスの Amazon EBS point-in-time データをスナップショットとして Amazon S3 にバックアップし、
ホットスタンバイ EBS ボリュームに復元できます。Amazon EBS ボリュームスナップショットの作
成、保存、削除を自動化するには、Amazon Data Lifecycle Manager を使用して自動スナップショット
の頻度を設定し、RTO/RPO 要件に基づいて復元できます。
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Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するためのブロックレ
ベルのストレージボリュームを提供します。EBS ボリュームの動作は、未初期化のブロックデバイスに
似ています。これらのボリュームは、デバイスとしてインスタンスにマウントできます。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング
キャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動できます。

• Amazon Relational Database Service（Amazon RDS）は、AWS クラウドでリレーショナルデータベー
スをセットアップ、運用、運用、運用、スケーリングできます。

• Microsoft Active Directory (AD) 向けの AWS ディレクトリサービスは、AWS マネージド Microsoft 
Active Directory としても知られており、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リソースが AWS の
マネージド型アクティブディレクトリを使用できるようにします。

その他のツール

• LRS と Micro Focus が共同開発した LRS VPSX/MFI (マイクロフォーカスインターフェイス) は、Micro 
Focus Enterprise Server JES スプールからの出力をキャプチャし、指定された印刷先に確実に配信しま
す。

• LRS ディレクトリ情報サーバー (LRS/DIS) は、印刷ワークフロー中の認証と承認に使用されます。
• LRS/キューはTCP/IPベースのLRS/キュー送信エージェントで、LRS VPSX/MFIが使用し、Micro Focus

のオンライン印刷終了プログラミングインターフェイスを介して印刷データを収集またはキャプチャし
ます。

• Micro Focus エンタープライズサーバーは、メインフレームアプリケーション用のアプリケーション展
開環境です。Micro Focus Enterprise Developerの任意のバージョンを使用して移行または作成されたメ
インフレームアプリケーションの実行環境を提供します。

叙事詩
Amazon EC2 に Micro Focus エンタープライズサーバーをセットアップし、メイ
ンフレームオンラインアプリケーションをデプロイします。

タスク 説明 必要なスキル

Micro Focus エンタープライズ
サーバーをセットアップし、デ
モオンラインアプリケーション
をデプロイします。

Amazon EC2 に Micro Focus 
エンタープライズサーバーを
セットアップし、Micro Focus 
ドキュメントの「チュートリア
ル:CICS Support」の指示に従っ
て、Micro Focus アカウントデモ
アプリケーション (ACCT デモ) 
を Amazon EC2 にデプロイしま
す。

ACCT Demo アプリケーション
は、印刷出力を作成して開始す
るメインフレームオンライン 
(CICS) アプリケーションです。

クラウドアーキテクト
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Amazon EC2 で LRS プリントサーバーをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

印刷用の LRS 製品ライセンスを
取得してください。

LRS VPSX/MFI、LRS/
キュー、LRS/DIS の LRS 製品ラ
イセンスを取得するには、LRS 
アウトプット管理チームにお問
い合わせください。LRS 製品を
インストールする EC2 インスタ
ンスのホスト名を指定する必要
があります。

ビルドリード

Amazon EC2 Windows インスタ
ンスを作成して LRS VPSX/MFI 
をインストールします。

Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 1: インスタンスを起
動する」の指示に従って Amazon 
EC2 Windows インスタンスを起
動します。インスタンスは、LRS 
VPSX/MFI の次のハードウェア要
件とソフトウェア要件を満たし
ている必要があります。 

• CPU — デュアルコア
• ラム — 16 ギガバイト
• ドライブ — 500 ギガバイト
• EC2 インスタンスの最小値 — 

m5.xlarge
• OS — ウィンドウズ/リナック

ス
• ソフトウェア — インターネッ

トインフォメーションサービ
ス (IIS) または Apache

注:前述のハードウェア要件とソ
フトウェア要件は、小規模なプ
リンタ (500 ～ 1000 台程度) を
対象としています。すべての要
件を確認するには、LRS および 
AWS の担当者に相談してくださ
い。

Windows インスタンスの作成時
に、以下の作業を行います。

1. EC2 ホスト名が LRS 製品ライ
センスに使用されているホス
ト名と同じであることを確認
します。

2. Amazon EC2 で CGI を有効に
するには、以下を実行してく
ださい。
a. Amazon EC2 ドキュメント

の「ステップ 2: インスタン
スConnect する」の指示に

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
従って EC2 インスタンス
Connect。

b. Windows の [スタート] メ
ニューで [サーバーマネー
ジャー] を見つけて開きま
す。

c. サーバーマネージャーで、
[ダッシュボード]、[クイッ
クスタート]、[役割と機能
の追加] を選択します。次
に、[サーバーロール] を選
択します。

d. [サーバーの役割] で 
[WebServer (IIS)] を選択
し、[アプリケーション開
発] を選択します。

e. 「アプリケーション開発」
で、「CGI」チェックボッ
クスを選択します。

f. Windows サーバーマネー
ジャーの役割と機能の追加
ウィザードの指示に従って
CGI をインストールしま
す。

g. EC2 インスタンスの 
Windows ファイアウォー
ルでポート 5500 を開
き、LRS/キュー通信を行い
ます。
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タスク 説明 必要なスキル

LRS VPSX/MFI を EC2 インスタ
ンスにインストールします。

1. Amazon EC2 ドキュメント
の「ステップ 2: インスタン
スConnect する」の指示に
従って EC2 インスタンス
Connect。

2. 受信するはずの LRS メール
に記載されている製品ダウン
ロードページへのリンクを開
きます。注:LRS 製品は電子
ファイル転送 (EFT) によって
配布されます。 

3. LRS VPSX/MFIをダウンロー
ドし、ファイルを解凍しま
す (デフォルトフォルダー:c:
\LRS)。

4. 解凍したフォルダーからLRS
製品インストーラーを起動し
て、LRS VPSX/MFIをインス
トールします。 

5. [機能の選択] メニューで 
[VPSX® サーバー (V1R3.022)] 
を選択し、[次へ] を選択して
インストールプロセスを開始
します。インストールが完了
すると、成功メッセージが表
示されます。

クラウドアーキテクト

LRS/キューをインストールしま
す。

1. Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 2: インスタンス
Connect する」の指示に従っ
て、Micro Focus エンタープラ
イズサーバー EC2 インスタン
スConnect。

2. 受信するはずの LRS メー
ルにある LRS 製品ダウン
ロードページへのリンクを開
き、LRS/Queue をダウンロー
ドして、ファイルを解凍しま
す。

3. ファイルをダウンロードした
場所に移動し、LRS 製品イン
ストーラーを起動して LRS/
Queue をインストールしま
す。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

LRS/DIS をインストールしま
す。

1. Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 2: インスタンス
Connect する」の指示に従っ
て、LRS VPSX/MFI EC2 イン
スタンスConnect。

2. 受信したはずの LRS メー
ルにある LRS 製品ダウン
ロードページへのリンクを開
き、LRS/DIS をダウンロー
ドして、ファイルを解凍しま
す。

3. ファイルをダウンロードした
場所に移動し、[LRS 製品イン
ストーラー] を起動します。

4. LRS 製品インストーラーで、
「LRS その他ツール」を展
開し、「LRS DIS」を選択し
て、「次へ」を選択します。

5. LRS 製品インストーラーの
残りの指示に従って、インス
トールプロセスを完了しま
す。

クラウドアーキテクト

ターゲットグループを作成
し、LRS VPSX/MFI EC2をター
ゲットとして登録します。

Elastic Load Balancing ドキュメ
ントの「Network Load Balancer 
のターゲットグループを作成す
る」の指示に従ってターゲット
グループを作成します。

ターゲットグループを作成する
場合、以下の作業を行います。

1. [グループ詳細の指定] ページ
の [ターゲットタイプの選択] 
で、[インスタンス] を選択し
ます。

2. [プロトコル] で [TCP] を選択
します。

3. [ポート] には、5500 を選択し
ます。 

4. [ターゲットの登録] ページの 
[利用可能なインスタンス] セ
クションで、LRS VPSX/MFI 
EC2 インスタンスを選択しま
す。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Network Load Balancer を作成し
ます。

Elastic Load Balancing ドキュメ
ントの「Network Load Balancer 
を作成する」を参照してくだ
さい。Network Load Balancer 
は、Micro Focus エンタープラ
イズサーバーからのトラフィッ
クを LRS VPSX/MFI EC2 にルー
ティングします。

Network Load Balancer を作成し
たら、リスナーとルーティング
ページで次の操作を行います。

1. [プロトコル] で [TCP] を選択
します。 

2. [ポート] には、5500 を選択し
ます。

3. 「デフォルトアクション」
で、以前に作成したターゲッ
トグループの「転送」を選択
します。

クラウドアーキテクト

マイクロフォーカスエンタープライズサーバーをLRS VPSX/MFIおよびLRS/
キューと統合

タスク 説明 必要なスキル

Micro Focusエンタープライズ
サーバーをLRS/キュー統合用に
構成します。

1. Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 2: インスタンス
Connect する」の指示に従っ
て、Micro Focus エンタープラ
イズサーバー EC2 インスタン
スConnect。

2. Windows の [スター
ト] メニューで、[Micro 
Focus Enterprise Service 
Administration Guide管理UI] 
を開きます。

3. メニューバーで「ネイティ
ブ」を選択します。

4. ナビゲーションペインで、
「ディレクトリサーバー」を
選択し、次に「BANKDEMO」
または「エンタープライズ
サーバー」リージョンを選択
します。

5. 左側のナビゲーション
ペインの [一般] から [そ
の他] セクションまでス
クロールして、LRSQ 
を指すように環境変数 

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
(LRSQ_ADDRESS、LRSQ_PORT、LRSQ_COMMAND) 
を設定します。

6. LRSQ_ADDRESS には、以
前に作成したNetwork Load 
Balancer の IP アドレスまたは 
DNS 名を入力します。

7. LRSQ_PORT には、VPSX 
LRSQ リスナーポート (5500)
と入力します。

8. LRSQ_COMMAND に
は、LRSQ 実行ファイルのパ
スの場所を入力します。

9. 注:LRS は現在 DNS 名の最大
文字数を 50 文字に制限してい
ますが、これはfuture 変更さ
れる可能性があります。DNS 
名が 50 を超える場合は、代わ
りにNetwork Load Balancer の 
IP アドレスを使用できます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

CICS 印刷終了 (DFHUPRNT) を 
Micro Focus エンタープライズ
サーバーの初期化に使用できる
ようにします。

1. Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 2: インスタンス
Connect する」の指示に従っ
て、Micro Focus エンタープラ
イズサーバー EC2 インスタン
スConnect。

2. CICS Print Exit (DFHUPRNT) 
を LRS VPSX/MFI 実行フォル
ダ (名前付きVPSX_MFI_R2) 
から Micro Focus Enterprise 
Server EC2 インスタンス
の場所にコピーします。32 
ビットシステムの場合、
場所はですC:\Program 
Files (x86) \Micro 
Focus\Enterprise 
Server\bin。64 ビット
システムの場合、場所は
ですC:\Program Files 
(x86) \Micro Focus
\Enterprise Server
\bin64。注:DFHUPRNT_64.dllファ
イルの名前
は、DFHUPRNT.dllコピー時
に変更する必要があります。

Micro Focus エンタープライ
ズサーバーが CICS 印刷終了 
(DFHUPRNT) を検出したことを
確認します

1. Micro Focus エンタープライズ
サーバーを停止して起動しま
す。 

2. Micro Focus エンタープライズ
サーバーの管理パネルで、モ
ニター、ログ、コンソールロ
グを開きます。

3. コンソールログに「3270 プリ
ンタユーザ EXIT DFHUPRNT 
が正常にインストールされま
した」というメッセージが表
示されていないか確認してく
ださい。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

CICS プリンタのターミナル ID 
(TermID) を Micro Focus エン
タープライズサーバーとして定
義します。

Micro Focusエンタープライズ
サーバーで3270印刷を有効にす
る

1. Micro Focus エンタープライ
ズサーバーの管理パネルで、
「CICS」、「リソース」、
「グループ別」を開きます。

2. 左側のナビゲーションパネ
ルから SIT (システム初期化
テーブル) を選択し、次に
BNKCICV を選択します。

3. 「一般」セクションで、
「3270」までスクロールし、
「3270 印刷」チェックボック
スを選択します。

Micro Focus エンタープライズ
サーバーで CICS プリンターの
ターミナルを定義します

1. Micro Focus エンタープライ
ズサーバーの管理パネルで、
「CICS」、「リソース」、
「タイプ別」を開きます。

2. 左側のナビゲーションパネ
ルから [Term] を選択し、
次に [New] を選択します。
「ターミナルリソースの作
成」フォームが開きます。

3. 「名前」に、LRS 印刷キュー
の名前を入力します。(注:この
パターンでは、CICS プリン
タの端末 ID として 「P275」
を使用し、LRS VPSX 印刷
キューとして使用します。) 

4. 「グループ」には、
「BANKTERM」と入力しま
す。 

5. [自動インストール — モデル] 
に「NO」と入力します。

6. [端末識別子-端末タイプ] に
DFHPRT32 と入力します。

7. [ネット名] に VTAMP275 と入
力します。

8. 「ターミナル利用」で、
「サービス中」チェックボッ
クスを選択します。

9. ページの上部をスクロール
し、[保存] を選択します。

10.[Install] (インストール) を選
択します。ポップアップメッ

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
セージに、インストールが成
功したことを示すメッセージ
が表示されます。

Micro Focus エンタープライズサーバーと LRS VPSX/MFI でのプリンターとプリ
ントユーザーのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

LRS VPSXで印刷キューを作成し
ます。

1. Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 2: インスタンス
Connect する」の指示に従っ
て、LRS VPSX/MFI EC2 イン
スタンスConnect。

2. Windows の [スタート] メ
ニューからVPSX Webイン
ターフェイスを開きます。

3. ナビゲーションペインで 
[Printer] を選択します。

4. [追加] を選択し、[プリンター
の追加] を選択します。

5. [プリンタ設定] ページの [プリ
ンタ名] に P275 と入力しま
す。

6. VPSX IDには、VPS1と入力し
ます。

7. についてはCommType、TCP/
IP/LRSQ を選択してくださ
い。

8. [ホスト/IP アドレス] に、追加
する物理プリンタのIPアドレ
スを入力します。

9. [デバイス] に、デバイスの名
前を入力します。

10.Windows ドライバーまたは
Linux/Mac ドライバーのいず
れかを選択します。

11.[Add] (追加) を選択します。

注意:印刷キューは、Micro Focus 
エンタープライズサーバーで作
成された印刷用の TermID と同等
でなければなりません。

クラウドアーキテクト

LRS VPSX/MFI でプリントユー
ザーを作成します。

1. Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 2: インスタンス
Connect する」の指示に従っ
て、LRS VPSX/MFI EC2 イン
スタンスConnect。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
2. Windows の [スタート] メ

ニューからVPSX Webイン
ターフェイスを開きます。

3. ナビゲーションペインで [セ
キュリティ] を選択し、[ユー
ザー] を選択します。

4. 「ユーザー名」列で、
「admin」を選択し、「コ
ピー」を選択します。

5. [ユーザープロファイルの管
理] ウィンドウの [ユーザー名] 
に、ユーザー名を入力します 
(例:PrintUser)。

6. [説明] に、簡単な説明を入力
します (たとえば、テスト印刷
の場合は [ユーザー])。

7. [更新] を選択します。これ
により、印刷ユーザー (など
PrintUser) が作成されます。

8. ナビゲーションペインの [ユー
ザー] で、作成した新しいユー
ザーを選択します。

9. [コマンド] メニューから [セ
キュリティ] を選択します。

10.セキュリティルールページ
で、該当するプリンタのセ
キュリティとジョブのセキュ
リティオプションをすべて選
択し、[保存] を選択します。

11.新しい印刷ユーザーを管理者
グループに追加するには、ナ
ビゲーションペインに移動し
て [セキュリティ] を選択し、
[設定] を選択します。

12.セキュリティ設定ウィンドウ
で、新しい印刷ユーザーを管
理者列に追加します。

印刷認証と認可をセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

ユーザーとグループを使用して 
AWS Managed Microsoft AD ド
メインを作成します。

1. AWS Managed Microsoft AD
でアクティブディレクトリを
作成します。[AWS Managed 
Microsoft AD ディレクトAWS 
Directory Service 作成] を参照
してください。 

2. AWS ディレクトリサービス
のドキュメントにある「ス
テップ 3: EC2 インスタンス

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
をデプロイして AWS マネー
ジド Microsoft AD を管理す
る」の手順に従って、EC2 イ
ンスタンス (Active Directory 
マネージャー) をデプロイ
し、Active Directory ツール
をインストールして AWS マ
ネージド Microsoft AD を管理
します。

3. Amazon EC2 ドキュメン
トの「ステップ 2: インス
タンスConnect する」の指
示に従って EC2 インスタ
ンスConnect。注:EC2 イ
ンスタンスに接続するとき
は、Windows セキュリティ
ウィンドウに (ステップ 1 で作
成したディレクトリの) 管理者
認証情報を入力します。

4. Windows の [スタート] メ
ニューの [Windows 管理ツー
ル] で、[Active Directory ユー
ザーとコンピューター] を選択
します。

5. AWS Directory サービスのド
キュメントの「ユーザーの作
成」の手順に従って、Active 
Directory ドメインにプリント
ユーザーを作成します。

LRS VPSX/MFI EC2 を AWS 
Managed Microsoft AD ドメイン
に接続してください。

LRS VPSX/MFI EC2 を AWS マ
ネージド Microsoft AD ドメイン
に自動的に (AWS ナレッジセン
ターのドキュメント) または手
動で (AWS Directory Service ド
キュメント) 参加させます。

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

LRS/DIS を設定して AWS 
Managed Microsoft AD と統合し
ます。

1. Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 2: インスタンス
Connect する」の指示に従っ
て、LRS VPSX/MFI EC2 イン
スタンスConnect。

2. Windows の [スタート] メ
ニューで、VPSX ウェブイン
ターフェイスを開きます。

3. ナビゲーションペインで、[セ
キュリティ] を選択し、[設定] 
を選択します。

4. [セキュリティ設定] ページの 
[セキュリティパラメータ] セ
クションで、[セキュリティタ
イプ] に [内部] を選択します。

5. セキュリティパラメータセク
ションの残りのオプションの
設定を入力します。

6. Microsoft Windows の [スター
ト] メニューから [LRS 出力管
理] フォルダを開き、[サーバ
スタート] を選択し、[サーバ
停止] を選択します。

7. Active Directory ユーザー名
とパスワードを使用して LRS 
VPSX/MFI にログインしま
す。

クラウドアーキテクト

オンライン印刷ワークフローのテスト

タスク 説明 必要なスキル

Micro Focus ACCT デモアプリか
らオンライン印刷リクエストを
開始します。

1. Micro Focus エンタープライ
ズサーバー EC2 インスタンス
で TN3270 ターミナルエミュ
レータを開きます。(注:このパ
ターンでは 3270 ターミナル
エミュレータを使用します。) 

2. TN3270 ターミナルエ
ミュレーター (ルンバ) 
Connect。ホスト名アドレ
スには、127.0.0.1 を使用し
ます。テルネットポートに
は、9270 を使用してくださ
い。

3. 3270 画面に接続したら、[Ctrl] 
+ [Shift] + [Z] を押して画面を
クリアします。

4. ACCT デモアプリケーション
を起動するには、画面がクリ
アな状態で ACCT と入力し

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ます。ACCT デモオンライン 
(CICS) アプリケーションの
メイン画面が開きます。注:
メイン画面には、[アカウント
ファイル]、[名前で検索するに
は]、[リクエストタイプ]、[ア
カウント]、[プリンタ] などの
メニューオプションがありま
す。

5. ACCT Demo Online (CICS) 
アプリケーションから印刷リ
クエストを送信するには、リ
クエストタイプフィールドに
P、アカウントフィールドに
11111、プリンタフィールド
に P275 と入力します。プリ
ンタフィールドの値は、必ず 
CICS プリンタの端末 ID の値
に設定してください。

6. [Enter] キーを押します。

[印刷リクエストがスケジュール
されています] メッセージは、画
面の下部に表示されます。これ
により、ACCT Demoアプリケー
ションからオンライン印刷リク
エストが生成され、印刷処理の
ためにLRS VPS/MFIに送信され
たことが確認されます。 
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

LRS VPSX/MFI の印刷出力を確
認してください。

1. Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 2: インスタンス
Connect する」の指示に従っ
て、LRS VPSX/MFI EC2 イン
スタンスConnect。

2. Windows の [スタート] メ
ニューで、[VPSX ウェブイン
ターフェイス] を開きます。

3. ナビゲーションペインで、[プ
リンター] を選択し、次に [出
力キュー] を選択します。以前
にオンライン印刷用に作成し
た P275 印刷キューを探しま
す。

4. 印刷キュー (P275) の [スプー
ル ID] 列で、プリンタキュー
内の要求のスプール ID を選択
します。

5. 「アクション」タブの「コマ
ンド」列で、「ブラウズ」 を
選択します。 

これで、「口座番号」、
「姓」、「FIRST」、「住所」、
「電話番号」の各列を含む口座
明細書の印刷出力を確認できま
す。 カードの発行日、発行日、
金額、残高

例については、このパターンの
online_print_output 添付ファイル
を参照してください。

テストエンジニア

関連リソース
• LRS 出力のモダナイゼーション (LRS ドキュメント)
• VTAM ネットワークの概念 (IBM マニュアル)
• 論理ユニット (LU) タイプの概要 (IBM ドキュメント)
• ANSI とマシンキャリッジ制御 (IBM ドキュメント)
• Micro Focus による AWS のエンタープライズメインフレームワークロードの強化 (AWS パートナー

ネットワークブログ)
• Amazon EC2 Auto Scaling とSystems Manager を使用して Micro Focus エンタープライズサーバー 

PAC を構築 (AWS Prescriptive Guidance 文書)
• アドバンスト・ファンクション・プレゼンテーション (AFP) データストリーム (IBM ドキュメント)
• ラインコンディショニングデータストリーム (LCDS) (Compart ドキュメント)
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追加情報

追加情報
考慮事項

モダナイゼーションの過程で、メインフレームのオンラインプロセスとそれによって生成されるアウト
プットのさまざまな構成を検討するかもしれません。メインフレームプラットフォームは、使用するすべ
てのお客様やベンダーが、印刷に直接影響する特定の要件に合わせてカスタマイズされています。たとえ
ば、現在のプラットフォームでは、IBMアドバンスト・ファンクション・プレゼンテーション（AFP）ま
たはゼロックス・ライン・コンディション・データ・ストリーム（LCDS）を現在のワークフローに組み
込んでいる場合があります。また、メインフレームのキャリッジコントロール文字やチャンネルコマンド
ワードは、印刷されるページの外観に影響する可能性があり、特別な処理が必要になる場合があります。
最新化計画プロセスの一環として、特定の印刷環境の構成を評価して理解することをお勧めします。

印刷データキャプチャ

このセクションでは、IBM メインフレーム環境で印刷に使用できる CICS アプリケーションプログラミン
グ方法をまとめています。LRS VPSX/MFIコンポーネントは、同じアプリケーションプログラムで同じ方
法でデータを作成できるようにする技術を提供します。次の表は、AWS と LRS VPSX/MFI プリントサー
バーを搭載した Micro Focus Enterprise Server で実行される最新化された CICS アプリケーションで、各
アプリケーションプログラミング方法がどのようにサポートされるかを示しています。

[Method] (メソッド) 説明 近代化された環境でのメソッド
のSupport

EXEC CICS テキストを送信.. ま
たは EXEC CICS マップを送信..

これらの CICS および VTAM 
メソッドは、3270/SCS 印
刷データストリームを作成
し、LUTYPE0、LUTYPE1、およ
び LUTYPE3 印刷デバイスに配信
する役割を果たします。

Micro Focusオンライン印刷終
了 (DFHUPRNT) アプリケーショ
ンプログラムインターフェイス 
(API) を使用すると、これらの
方法のいずれかを使用して3270/
SCS印刷データストリームを作
成するときに、VPSX/MFIで印刷
データを処理できます。

EXEC CICS テキストを送信.. ま
たは EXEC CICS マップを送信.. 
(サードパーティのIBMメインフ
レームソフトウェアを使用)

CICS および VTAM メ
ソッドは、3270/SCS 印刷
データストリームを作成
し、LUTYPE0、LUTYPE1、およ
び LUTYPE3 印刷デバイスに配信
する役割を果たします。サード
パーティのソフトウェア製品は印
刷データをインターセプトし、そ
のデータを ASA/MCH 制御文字
を含む標準印刷形式データに変換
し、そのデータを JES スプール
に配置して、JES を使用するメ
インフレームベースの印刷システ
ムで処理します。

Micro Focusオンライン印刷終
了 (DFHUPRNT) APIを使用す
ると、これらの方法のいずれか
を使用して3270/SCS印刷デー
タストリームを作成するとき
に、VPSX/MFIで印刷データを処
理できます。

エグゼクティブシックススプー
ルペン

この方法は、CICS アプリケー
ションプログラムが JES スプー
ルにデータを直接書き込むために
使用されます。その後、データは 
JES を使用するメインフレーム
ベースの印刷システムで処理でき
るようになります。

Micro Focus Enterprise Serverは
データをエンタープライズサー
バースプールにスプールし、そ
こでデータをVPSXにスプール
するVPSX/MFIBatch 印刷出口 
(LRSPRTE6) で処理できます。
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添付ファイル

DRS/API 印刷データを JES に書き込むに
は、LRS が提供するプログラム
インターフェイスを使用します。

VPSX/MFIは、印刷データを
VPSXに直接スプールする代替イ
ンターフェイスを提供します。

プリンタ群のヘルスチェック

LRS VPSX/MFI（LRS LoadX）は、デバイス管理や運用の最適化など、詳細なヘルスチェックを実行でき
ます。デバイス管理では、プリンタデバイスの障害を検出し、印刷要求を正常なプリンタに転送できま
す。プリンタ群の詳細なヘルスチェックの詳細については、製品ライセンスに含まれている LRS のマニュ
アルを参照してください。

印刷認証と承認

LRS/DIS を使用すると、LRS アプリケーションは Microsoft Active Directory または LDAP サーバーを使用
してユーザー ID とパスワードを認証できます。LRS/DIS では、基本的な印刷認証に加えて、次のような
場合にきめ細かな印刷セキュリティ制御を適用できます。

• プリンタジョブを閲覧できるユーザーを管理します。
• 他のユーザーのジョブの閲覧レベルを管理します。
• 運用タスクを管理します。たとえば、保留/解除、削除、変更、コピー、再ルーティングなどのコマンド

レベルのセキュリティです。セキュリティは、ユーザーIDまたはグループ（ADグループまたはLDAPグ
ループと同様）のいずれかで設定できます。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Fargate を使用して、イベント駆動型でスケ
ジュールされたワークロードを大規模に実行

作成者:ハリ・オーム・プラサス・ラジャゴパル (AWS)

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: モダナイゼーショ
ン、サーバーレス、オペレー
ション

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: AWS EC2 
Container Registry、Amazon 
ECS、AWS CodeCommit、AWS 
Fargate、AWS 
Lambda、Amazon SNS

概要
このパターンは、AWS Fargate を使用して、Amazon Web Services (AWS) クラウド上でスケジュールさ
れたイベント駆動型のワークロードを大規模に実行する方法を示しています。
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前提条件と制限

このパターンが設定されたユースケースでは、プルリクエストが送信されるたびに、AWS アカウント番号
や認証情報などの AWS 機密情報がないかコードがスキャンされます。プルリクエストは Lambda 関数を
開始します。Lambda 関数は、コードスキャンを処理する Fargate タスクを呼び出します。Lambda は、
新しいプルリクエストが発生するたびに開始されます。スキャンで機密情報が見つかる場合、Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) は、スキャン結果を電子メールメッセージで送信します。

このパターンは、次のようなビジネスユースケースに役立ちます。

• 実行時間 (15 分の制限) やメモリに関する制限のために AWS Lambda では実行できない、スケジュール
されたイベント駆動型のワークロードを多数実行する必要がある場合

• これらのワークロード用にプロビジョニングされたインスタンスを AWS に管理させたい場合

このパターンを使用する場合、新しい仮想プライベートクラウド (VPC) を作成することができます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• コードベースをホストし、 CodeCommit プルリクエストを作成するための AWS
• macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定された AWS Command Line Interface 

(AWS CLI) バージョン 1.7 以降
• コンテナで実行されているワークロード
• クラスパスに Apache Maven 実行ファイルをセットアップする

アーキテクチャ

全体のフローには、以下のステップが含まれます。

1. 新しいプルリクエストが送信されるたびに CodeCommit、Lambda 関数が開始されます。Lambda 関
数は AmazonCodeCommit Pull Request State Change EventBridge 経由でイベントを監視しま
す。

2. Lambda 関数は、コードをチェックアウトしてスキャンするために、次の環境パラメータを含む新しい 
Fargate タスクを送信します。

RUNNER # <<TaskARN>>
SNS_TOPIC # <<SNSTopicARN>>
SUBNET # <<Subnet in which Fargate task gets launched>>

スキャンでコードに機密情報が見つかると、Fargate は、Amazon SNS トピックに新しいメッセージを
プッシュします。

3. SNS サブスクライバーは、トピックからのメッセージを読み、電子メールメッセージを送信します。

[Technology] (テクノロジー)

• AWS CodeCommit
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
• アマゾン EventBridge
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Tools

• AWS Fargate
• AWS Lambda
• Amazon SNS
• Docker

Tools
Tools

• AWS CLI — AWS コマンドラインインターフェイス (CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合
ツールです。

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は、安全な Git ベースのリポジトリをホストする完全マネージ
ド型のソース管理サービスです。を使用することで CodeCommit、チームは安全で拡張性の高い環境で
コードを共同作業できます。

• Amazon ECR — Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、デベロッパーが Docker コンテ
ナイメージを簡単に保存、管理、デプロイできる完全マネージド型のレジストリです。

• Amazon ECS — Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、高度にスケーラブルで高速なコ
ンテナ管理サービスです。Amazon ECS を使用して、クラスター上のコンテナを実行、停止、管理でき
ます。

• AWS Fargate — AWS Fargate は、Amazon ECSで使用できるテクノロジーであり、サーバーやAmazon 
EC2インスタンスのクラスターを管理することなくコンテナを実行できます。

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行で
きるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリ
クエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、配信者から受信者 (または
生産者) へのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。発行者は、論理アクセスポイント
および通信チャネルであるトピックにメッセージを送信することで、受信者と非同期的に通信しま
す。Lambda、E メール、モバイルプッシュ通知、モバイルテキストメッセージ (SMS) などのサポート
されたプロトコルを使用して SNS トピックにサブスクライブし発行されたメッセージを受信します。

• Docker — Docker は、コンテナと呼ばれるパッケージでアプリケーションを構築、テスト、配信するの
に役立ちます。

• Git client — 必要なアーティファクトをチェックアウトするためのコマンドラインまたはデスクトップ
ツール

• Maven — Apache Maven は、プロジェクトのビルド、レポート、ドキュメントを一元管理するためのプ
ロジェクト管理ツールです。

叙事詩
ローカルリポジトリをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

コードをダウンロードします。 「添付ファイル」セクション
で、.zip ファイルをダウンロード
し、ファイルを抽出します。

開発者、AWS システム管理者

リポジトリを設定します。 mvn clean installルート
フォルダで実行します。

開発者、AWS システム管理者
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叙事詩

Amazon ECR イメージを作成して、イメージをプッシュする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon ECR リポジトリを作成
してログインします。

Amazon ECR コンソールを開き
ます。ナビゲーションペインで 
[リポジトリ] を選択し、[リポジ
トリの作成] を選択します。こ
のストーリーやその他のストー
リーに関するヘルプについて
は、「関連リソース」セクショ
ンを参照してください。

開発者、AWS システム管理者

コンテナイメージをプッシュし
ます。

リポジトリを開き、「プッ
シュコマンドを表示」を選択し
て、Docker にログインします。
ログインしたら、「追加情報」
セクションの「コンテナイメー
ジのプッシュ」にあるコマンド
を必要な代替コマンドとともに
実行します。これにより、コー
ドスキャンの実行に使用される 
Docker コンテナイメージがアッ
プロードされます。アップロー
ドが完了したら、Amazon ECR 
リポジトリ内の最新ビルドの 
URL をコピーします。

開発者、AWS システム管理者

CodeCommit リポジトリを作成する

タスク 説明 必要なスキル

CodeCommit リポジトリを作成
します。

新しい AWS CodeCommit リ
ポジトリを作成するには、
「追加情報」セクションの
「 CodeCommit リポジトリの作
成」にあるコマンドを実行しま
す。

開発者、AWS システム管理者

VPC の作成 (オプション)

タスク 説明 必要なスキル

VPC を作成します。 既存の VPC ではなく新しい VPC 
を使用する場合は、「追加情
報」セクションの「VPC の作
成」にあるコマンドを実行しま
す。AWS Cloud Development Kit 
(AWS CDK) スクリプトは、作成
された VPC とサブネットの ID 
を出力します。

開発者、AWS システム管理者

2209



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

Amazon ECS クラスターと Fargate タスクを作成する

タスク 説明 必要なスキル

クラスターとタスクを作成しま
す。

Amazon ECS クラスターと 
Fargate タスク定義を作成する
には、「追加情報」セクショ
ンの「クラスターとタスクを作
成する」にあるコマンドを実行
します。シェルスクリプトを実
行する際は、正しい VPC ID と 
Amazon ECR リポジトリ URI が
パラメータとして渡されている
ことを確認してください。この
スクリプトは、Docker イメージ 
(スキャンを担当) を指す Fargate 
タスク定義を作成します。次
に、スクリプトはジョブと関連
する実行ロールを作成します。

開発者、AWS システム管理者

Amazon ECS クラスターを確認
します。

Amazon ECS コンソールを開
きます。ナビゲーションペイ
ンで [クラスター] を選択し、
新しく作成した Fargate-Job-
Cluster という名前の Amazon 
ECS クラスターを選択します。
その後、ナビゲーションペイン
で [タスク定義] を選択し、プ
レフィックスが付いた新しいタ
スク定義があることを確認しま
すawscdkfargateecsTaskDef。

開発者、AWS システム管理者

SNS トピックとサブスクライバーの作成

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックを作成します。 SNS トピックを作成するには、
[追加情報] セクションの [SNS ト
ピックの作成] でコマンドを実行
します。作成に成功したらSNS 
ARN、次のステップで使用するを
メモします。

開発者、AWS システム管理者

SNS サブスクライバーを作成し
ます。

SNS トピックの電子メールサブ
スクライバーを作成するには、
[追加情報] セクションの [SNS サ
ブスクライバーの作成] でコマン
ドを実行します。TopicARN必ず
交換して CLIEmail address コ
マンドで使用してください。電
子メール通知を受け取るには、
購読者として使用されている電
子メールアドレスを必ず確認し
てください。

開発者、AWS システム管理者
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関連リソース

Lambda CodeCommit 関数とトリガーを作成する

タスク 説明 必要なスキル

関数とトリガーを作成します。 CodeCommit トリガー付き
の Lambda 関数を作成するに
は、[追加情報] セクションの 
[Lambda 関数] と [ CodeCommit 
トリガー] でコマンドを実行しま
す。コマンドを実行する前に、
必ずパラメータを対応する値に
置き換えてください。このスク
リプトは Lambda 関数を作成
し、新しいプルリクエストが行
われたときに呼び出されるよう
に設定します。

開発者、AWS システム管理者

アプリケーションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションをテストしま
す。

AWS CodeCommit の機密情報を
リポジトリにチェックインする
場合は、Lambda 関数を起動する
必要があります。Lambda 関数は 
Fargate タスクを開始し、コード
をスキャンしてスキャン結果を
電子メール通知で送信します。

開発者、AWS システム管理者

関連リソース
• Amazon ECR リポジトリの作成
• Amazon ECR に Docker イメージをプッシュする

追加情報
コンテナイメージをプッシュ

> cd 1-ecr-image-push
> ./run.sh <<ecr-repository>>

CodeCommit リポジトリを作成する

aws codecommit create-repository --repository-name test-repo --repository-description "My 
 Test repository"

VPC を作成する

> cd 2-create-vpc
> ./run.sh
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添付ファイル

出力

aws-batch-cdk-vpc-efs-launch-template.privatesubnet = subnet-<<id>>
aws-batch-cdk-vpc-efs-launch-template.publicsubnet = subnet-<<id>>
aws-batch-cdk-vpc-efs-launch-template.vpcid = vpc-<<id>>

クラスターとタスクを作成する

> export CDK_DEFAULT_ACCOUNT = <<aws_account_id>>
> export CDK_DEFAULT_REGION = <<aws_region>>
> cd 3-create-ecs-task
> ./run.sh <<vpc-id>> <<ecr-repo-uri>>

出力

aws-cdk-fargate-ecs.CLUSTERNAME = Fargate-Job-Cluster
aws-cdk-fargate-ecs.ClusterARN = <<cluster_arn>>
aws-cdk-fargate-ecs.ContainerARN = Fargate-Container
aws-cdk-fargate-ecs.TaskARN = <<task_arn>>
aws-cdk-fargate-ecs.TaskExecutionRole = <<execution_role_arn>>
aws-cdk-fargate-ecs.TaskRole = <<task_role_arn>>

SNS トピックの作成

aws sns create-topic --name code-commit-topic

SNS サブスクライバーの作成

aws sns subscribe \ 
    --topic-arn <<topic_arn>> \ 
    --protocol email \ 
    --notification-endpoint <<email_address>>

LambdaCodeCommit 関数とトリガー

> export CDK_DEFAULT_ACCOUNT = <<aws_account_id>>
> export CDK_DEFAULT_REGION = <<aws_region>>
> cd 5-Lambda-CodeCommit-Trigger
> ./run.sh <<taskarn>> <<snstopicarn>> subnet-<<id>> <<codecommitarn>>

出力

aws-cdk-fargate-lambda-event.Cloudwatchrule = <<cloudwatchrule>>
aws-cdk-fargate-lambda-event.CodeCommitLambda = AWS-Code-Scanner-Function
aws-cdk-fargate-lambda-event.LambdaRole = <<lambdaiamrole>>

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

C# と AWS CDK を使用したサイロモデルの SaaS 
アーキテクチャでのテナントオンボーディング
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概要

タビー・ウォード（AWS）、ススミサ・レディ・ガンキディ（AWS）、ビジャイ・アナンド・ラマリンガ
ム（AWS）が作成

コードリポジトリ:

• テナント・オンボーディン
グ・サイロ

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:モダナイゼー
ション、クラウドネイティ
ブ、SaaS、 DevOps

ワークロード:オープンソース AWS サービス:AWS 
CloudFormation、Amazon 
DynamoDB、Amazon 
DynamoDB ストリーム、AWS 
Lambda、Amazon API Gateway

概要
Softwareas a Service (SaaS) アプリケーションは、さまざまなアーキテクチャモデルで構築できます。サ
イロモデルとは、テナントに専用のリソースを提供するアーキテクチャを指します。

SaaS アプリケーションでは、新しいテナントを環境に導入する際に摩擦のないモデルが欠かせません。
そのためには、多くの場合、新しいテナントを作成するために必要なすべての要素を正常にプロビジョニ
ングして構成するために、多数のコンポーネントをオーケストレーションする必要があります。このプロ
セスは、SaaS アーキテクチャでは、テナントオンボーディングと呼ばれます。オンボーディングプロセ
スのコードとしてインフラストラクチャを利用することにより、すべての SaaS 環境のオンボーディング
を完全に自動化する必要があります。

このパターンは、テナントを作成し、Amazon Web Services (AWS) でテナントの基本インフラストラク
チャをプロビジョニングする例を示しています。このパターンでは、C# と AWS Cloud Development Kit 
(AWS CDK) を使用します。

このパターンでは請求アラームが発生するため、米国東部 (バージニア北部)、または us-east-1 (AWS) 
リージョンにスタックをデプロイすることをお勧めします。詳細については、AWS ドキュメントを参照し
てください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント。
• このパターンの AWS リソースを作成するのに十分な IAM アクセス権を持つ AWS Identity and Access 

Management (IAM) プリンシパル。詳細については、「IAM ロール」を参照してください。
• Amazon Command Line Interface (AWS CLI) をインストールし、AWS CDK デプロイを実行するように 

AWS CLI を設定します。
• Visual Studio 2022 をダウンロードしてインストールするか、Visual Studio Code をダウンロードしてイ

ンストールしました。
• AWS Toolkit for Visual Studio のセットアップ。
• .NET Core 3.1 以降 (C# AWS CDK アプリケーションには必須)
• Amazon.Lambda.Tools をインストールしました。

制限事項

• AWS CDK は AWS を使用するため CloudFormation、AWS CDK CloudFormation アプリケーションは
サービスクォータの対象となります。詳細については、「AWS CloudFormation クォータ」を参照して
ください。 
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前提条件と制限

• CloudFormation テナントスタックは、アクション (sns* とsqs*) CloudFormation infra-
cloudformation-role にワイルドカード文字を含むサービスロールで作成されますが、tenant-
clusterリソースはプレフィックスにロックされます。プロダクションユースケースでは、
この設定を評価して、このサービスロールへの必要なアクセス権のみを提供してください。ま
た、InfrastructureProvision Lambda 関数はワイルドカード文字 (cloudformation*) 
CloudFormation を使用してスタックをプロビジョニングしますが、tenant-clusterリソースはプレ
フィックスにロックされます。

• このサンプルコードの docker ビルドでは--platform=linux/amd64、linux/amd64イメージを強
制的にベースにしています。これは、最終的な画像アーティファクトがデフォルトで x86-64 アーキテ
クチャを使用する Lambda に適したものになるようにするためです。ターゲットの Lambda アーキテク
チャを変更する必要がある場合は、必ず Dockerfiles と AWS CDK コードの両方を変更してください。
詳細については、ブログ記事「AWS Lambda 関数を ARM ベースの AWS Graviton2 プロセッサーに移
行する」を参照してください。

• スタックの削除処理では、 CloudWatch スタックによって生成されたログ (ロググループとログ) はク
リーンアップされません。AWS マネジメントコンソール、Amazon CloudWatch コンソール、または 
API を使用して手動でログをクリーンアップする必要があります。

このパターンは例として設定されています。本番環境で使用する場合は、以下の設定を評価し、ビジネス
要件に基づいて変更してください。

• この例では、AWS Simple Storage Service (Amazon S3) バケットでは、簡単にするためにバージョニン
グが有効になっていません。必要に応じてセットアップを評価して更新します。

• この例では、Amazon API Gateway REST API エンドポイントを認証、承認、スロットリングなしで、
簡単にセットアップできます。本番環境で使用する場合は、システムをビジネスセキュリティインフラ
ストラクチャと統合することをお勧めします。この設定を評価し、必要に応じて必要なセキュリティ設
定を追加します。

• このテナントインフラストラクチャの例では、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) と 
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) のセットアップは最小限です。各テナントの AWS Key 
Management Service (AWS KMS) は、AWS KMS キーポリシーに基づいてアカウント内の Amazon 
CloudWatch および Amazon SNS サービスに開放され、利用できるようになります。セットアップはプ
レースホルダーの例にすぎません。ビジネスユースケースに応じて、必要に応じて設定を調整してくだ
さい。

• API エンドポイント、AWS によるバックエンドテナントのプロビジョニングと削除を含むがこれらに
限定されないセットアップ全体は CloudFormation、基本的なハッピーパスの場合のみを対象としていま
す。ビジネスニーズに基づいて、必要な再試行ロジック、追加のエラー処理ロジック、およびセキュリ
ティロジックを使用してセットアップを評価および更新します。

• サンプルコードは、この記事の執筆時点でのポリシーを確認するために up-to-date cdk-nag でテストさ
れています。将来、新しいポリシーが施行される可能性があります。これらの新しいポリシーでは、
スタックをデプロイする前に、推奨事項に基づいてスタックを手動で変更する必要がある場合がありま
す。既存のコードを見直して、ビジネス要件と一致していることを確認します。

• このコードでは、作成されるほとんどのリソースに静的に割り当てられた物理名に頼るのではな
く、AWS CDK を使用してランダムなサフィックスを生成します。この設定は、これらのリソースが一
意であり、他のスタックと競合しないようにするためです。詳細については、AWS CDK のドキュメン
トを参照してください。ビジネス要件に基づいてこれを調整してください。

• このサンプルコードは、.NET Lambda アーティファクトを Docker ベースのイメージにパッケージ化
し、Lambda が提供するコンテナイメージランタイムで実行します。コンテナーイメージランタイムに
は、標準的な転送および保存メカニズム (コンテナーレジストリ) と、(コンテナーイメージによる) より
正確なローカルテスト環境という利点があります。Lambda が提供する.NET ランタイムを使用するよう
にプロジェクトを切り替えて Docker イメージのビルド時間を短縮することもできますが、その場合は
転送と保存のメカニズムを設定し、ローカルの設定が Lambda の設定と一致することを確認する必要が
あります。ユーザーのビジネス要件に合わせてコードを調整します。

製品バージョン
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アーキテクチャ

• AWS CDK バージョン 2.45.0 以降
• Visual Studio 2022

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon API Gateway
• AWS CloudFormation
• アマゾン CloudWatch
• Amazon DynamoDB
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS KMS
• AWS Lambda
• Amazon S3
• Amazon SNS
• Amazon SQS

アーキテクチャ

次の図は、テナントスタックの作成フローを示します。コントロールプレーンとテナントテクノロジース
タックの詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

テナントスタックの作成フロー

1. ユーザーは、新しいテナントペイロード (テナント名、テナントの説明) を含む POST API リクエスト
を、Amazon API Gateway でホストされている REST API に JSON で送信します。API Gateway はリ
クエストを処理し、バックエンドの Lambda テナントオンボーディング関数に転送します。この例で
は、承認も認証もありません。本番環境では、この API を SaaS インフラストラクチャセキュリティシ
ステムと統合する必要があります。

2. テナントオンボーディング機能はリクエストを検証します。次に、テナント名、生成されたテナント汎
用識別子 (UUID)、およびテナントの説明を含むテナントレコードを Amazon DynamoDB Tenant On-
boarding テーブルに保存しようとします。 

3. DynamoDB がレコードを保存すると、DynamoDB ストリームがダウンストリームの Lambda テナント
インフラストラクチャ機能を開始します。

4. テナントインフラストラクチャの Lambda 関数は、受信した DynamoDB ストリームに基づいて動作し
ます。ストリームが INSERT イベント用である場合、 NewImage 関数はストリームのセクション (最新
の更新レコード、テナント名フィールド) CloudFormation を使用して呼び出し、S3 バケットに保存さ
れているテンプレートを使用して新しいテナントインフラストラクチャを作成します。 CloudFormation 
テンプレートには、テナント名パラメータが必要です。 

5. AWS CloudFormation は、 CloudFormation テンプレートと入力パラメータに基づいてテナントインフ
ラストラクチャを作成します。

6. 各テナントインフラストラクチャ設定には、 CloudWatch アラーム、請求アラーム、およびアラームイ
ベントがあります。

7. アラームイベントは SNS トピックへのメッセージになり、テナントの AWS KMS キーによって暗号化
されます。

8. SNS トピックは、受信したアラームメッセージを SQS キューに転送します。SQS キューは、暗号化
キーとしてテナントの AWS KMS によって暗号化されます。
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Tools

他のシステムを Amazon SQS と統合して、キュー内のメッセージに基づいてアクションを実行できます。
この例では、コードを汎用的に保つため、受信メッセージはキューに残り、手動で削除する必要がありま
す。

テナントスタックの削除フロー

1. ユーザーは、JSON で新しいテナントペイロード (テナント名、テナントの説明) を含む DELETE API 
リクエストを Amazon API Gateway がホストする REST API に送信します。これにより、リクエスト
が処理され、テナントオンボーディング機能に転送されます。この例では、承認も認証もありません。
本番環境では、この API は SaaS インフラストラクチャセキュリティシステムと統合されます。

2. テナントオンボーディング機能はリクエストを検証し、テナントオンボーディングテーブルからテナン
トレコード (テナント名) を削除しようとします。 

3. DynamoDB がレコードを正常に削除すると (レコードはテーブルに存在し削除される)、DynamoDB ス
トリームはダウンストリームの Lambda テナントインフラストラクチャ関数を開始します。

4. テナントインフラストラクチャ Lambda 関数は、受信した DynamoDB ストリームレコードに基づいて
動作します。ストリームが REMOVE イベント用である場合、 OldImage 関数はレコードのセクション 
(レコード情報と Tenant Name フィールド、最後の変更、つまり削除) を使用して、そのレコード情報
に基づいて既存のスタックの削除を開始します。

5. AWS は、 CloudFormation 入力に従ってターゲットのテナントスタックを削除します。

Tools
AWS サービス

• Amazon API Gateway を使用すると、規模に関係なくREST、HTTP、 WebSocket API を作成、発行、
保守、監視、保護できます。

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

• AWS CDK Toolkit は、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) アプリを操作するのに役立つコマンド
ラインクラウド開発キットです。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを通じて AWS のサー
ビスと対話するのに役立つオープンソースのツールです。

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

• Amazon DynamoDB は、高速で予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供するフルマネージド 
NoSQL データベースサービスです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御すること
で、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用すると、データを保護するための暗号化キーの作成
と管理に役立ちます。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実行するのに役立つコンピュー
ティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングされるため、課金は実
際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保管、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ
ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、配信ソフトウェアシステムとコンポーネントを統合
および分離するのに役立つ、安全で耐久性があり、利用可能なホスト型キューを提供します。

• AWS Toolkit for Visual Studio は、ビジュアルスタジオ統合開発環境 (IDE) 用のプラグインです。Visual 
Studio Toolkit for Visual Studio は、AWS サービスを使用する.NET アプリケーションの開発、デバッ
グ、デプロイをサポートします。
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叙事詩

その他のツール

• Visual Studio は、コンパイラー、コード補完ツール、グラフィカルデザイナー、およびソフトウェア開
発をサポートするその他の機能を含む IDE です。

Code

このパターンのコードは、サイロモデル APG サンプルリポジトリの SaaS アーキテクチャのテナントオ
ンボーディングにあります。

叙事詩
AWS CDK のセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

Node.js がインストールされてい
ることを確認します。

Node.js がローカルマシンにイン
ストールされていることを確認
するには、次のコマンドを実行
します。

node --version

AWS 管理者、AWS DevOps

AWS CDK ツールキットをインス
トールします。

AWS CDK Toolkit をインストー
ルするには、次のコマンドを実
行します。

npm install -g aws-cdk

npm がインストールされていな
い場合は、Node.js サイトからイ
ンストールできます。

AWS 管理者、AWS DevOps

AWS CDK ツールキットのバー
ジョンを確認します。

AWS CDK Toolkit のバージョ
ンがマシンに正しくインストー
ルされていることを確認する
には、次のコマンドを実行しま
す。 

cdk --version

AWS 管理者、AWS DevOps

テナントオンボーディングコントロールプレーンのコードを確認する

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリをクローンします。 リポジトリをクローン
し、\tenant-onboarding-
in-saas-architecture-
for-silo-model-apg-
exampleそのフォルダに移動し
ます。

AWS 管理者、AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ビジュアルスタジ
オ 2022 で、\src
\TenantOnboardingInfra.slnソ
リューションを開きま
す。TenantOnboardingInfraStack.csファ
イルを開き、コードを確認しま
す。

このスタックの一部として、次
のリソースが作成されます。

• DynamoDB テーブル
• S3 バケット (S3 

CloudFormation バケットにテ
ンプレートをアップロードし
ます。)

• Lambda 実行ロール
• Lambda 関数
• API Gateway API
• Lambda 関数へのイベントソー

ス

CloudFormation テンプレートを
確認してください。

\tenant-onboarding-
in-saas-architecture-
for-silo-model-apg-
example\templateフォ
ルダーで、infra.yaml
CloudFormation テンプレート
を開いて確認します。このテン
プレートは、テナントオンボー
ディング DynamoDB テーブルか
ら取得したテナント名でハイド
レートされます。

テンプレートはテナント固
有のインフラストラクチャ
をプロビジョニングしま
す。この例では、AWS KMS 
キー、Amazon SNS、Amazon 
SQS、 CloudWatch およびア
ラームをプロビジョニングしま
す。

アプリ開発者、AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

テナントオンボーディング機能
を確認してください。

開いてFunction.cs、テナ
ントオンボーディング関数の
コードを確認します。この関数
は、Visual Studio AWS Lambda 
プロジェクト (.NET Core-C#) テ
ンプレートと.NET 6 (コンテナイ
メージ) ブループリントで作成さ
れます。

を開きDockerfile、
コードを確認しま
す。Dockerfileは、Lambda 
コンテナイメージを構築するた
めの手順で構成されるテキスト
ファイルです。

NuGet
TenantOnboardingFunction以
下のパッケージが依存関係とし
てプロジェクトに追加されてい
ることに注意してください。

• Amazon.Lambda.APIGatewayEvents
• AWSSDK.DynamoDBv2
• Newtonsoft.Json

アプリ開発者、AWS DevOps

InfraProvisioning テナント機能を
確認してください。

\tenant-onboarding-
in-saas-architecture-
for-silo-model-
apg-example\src
\InfraProvisioningFunction
に移動します。

開いてFunction.cs、テナン
トインフラストラクチャプロ
ビジョニング機能のコードを確
認します。この機能は、Visual 
Studio AWS Lambda プロジェク
ト (.NET Core-C#) テンプレート
と.NET 6 (コンテナイメージ) ブ
ループリントで作成されます。

を開きDockerfile、コードを
確認します。

NuGet
InfraProvisioningFunction以
下のパッケージが依存関係とし
てプロジェクトに追加されてい
ることに注意してください。

• Amazon.Lambda.DynamoDBEvents
• AWSSDK.DynamoDBv2
• AWSSDK.Cloudformation

アプリ開発者、AWS DevOps
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叙事詩

AWS リソースをデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

ソリューションを構築します。 ソリューションを作成するに
は、以下のステップを実行しま
す。

1. ビジュアルスタジオ 
2022 で、\tenant-
onboarding-in-saas-
architecture-for-silo-
model-apg-example\src
\TenantOnboardingInfra.slnソ
リューションを開きます。 

2. ソリューションのコンテキス
ト (右クリック) メニューを開
き、[Build Solution] を選択し
ます。

注:ソリューションをビルドす
る前に、Amazon.CDK.Lib 
NuGet\tenant-onboarding-
in-saas-architecture-
for-silo-model-
apg-example\src
\TenantOnboardingInfra必
ずパッケージをプロジェクトの
最新バージョンに更新してくだ
さい。

アプリケーションデベロッパー

AWS CDK 環境をブートストラッ
プします。

Windows コマンドプロンプトを
開き、cdk.jsonファイルがあ
る AWS CDK アプリケーション
のルートフォルダに移動します 
(\tenant-onboarding-in-
saas-architecture-for-
silo-model-apg-example)。
次のコマンドを実行してブート
ストラップします。

cdk bootstrap 

認証情報用の AWS プロファイ
ルを作成した場合は、そのプロ
ファイルでコマンドを使用して
ください。

cdk bootstrap --profile 
 <profile name> 
   

AWS 管理者、AWS DevOps

AWS CDK スタックを一覧表示し
ます。

このプロジェクトの一部として
作成されるすべてのスタックを

AWS 管理者、AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
一覧表示するには、次のコマン
ドを実行します。

cdk ls
cdk ls --profile <profile 
 name>

認証情報用の AWS プロファイ
ルを作成した場合は、そのプロ
ファイルでコマンドを使用して
ください。

cdk ls --profile <profile 
 name>

どの AWS リソースが作成される
かを確認します。

このプロジェクトの一部として
作成されるすべての AWS リソー
スを確認するには、次のコマン
ドを実行します。

cdk diff

認証情報用の AWS プロファイ
ルを作成した場合は、そのプロ
ファイルでコマンドを使用して
ください。

cdk diff --profile <profile 
 name>

AWS 管理者、AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK を使用してすべての 
AWS リソースをデプロイしま
す。

すべての AWS リソースをデプロ
イするには、以下のコマンドを
実行します。

cdk deploy --all --require-
approval never

認証情報用の AWS プロファイ
ルを作成した場合は、そのプロ
ファイルでコマンドを使用して
ください。

cdk deploy --all --require-
approval never --profile 
 <profile name>

デプロイが完了したら、次の例
に示すように、コマンドプロン
プトの出力セクションから API 
URL をコピーします。

Outputs:
TenantOnboardingInfraStack.TenantOnboardingAPIEndpoint42E526D7 
 = https://
j2qmp8ds21i1i.execute-
api.us-west-2.amazonaws.com/
prod/

AWS 管理者、AWS DevOps

機能の検証

タスク 説明 必要なスキル

新しいテナントを作成します。 新しいテナントを作成するに
は、次の curl リクエストを送信
します。

curl -X POST 
 <TenantOnboardingAPIEndpoint* 
 from CDK Output>tenant 
 -d '{"Name":"Tenant123", 
 "Description":"Stack for 
 Tenant123"}'

次の例に示すよう
に、<TenantOnboardingAPIEndpoint* 
from CDK Output>プレースホ
ルダーを AWS CDK の実際の値
に変更します。

curl -X POST https://
j2qmp8ds21i1i.execute-
api.us-west-2.amazonaws.com/

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
prod/tenant -d 
 '{"Name":"Tenant123", 
 "Description":"test12"}'

以下の例は、出力を示していま
す。

{"message": "A new tenant 
 added - 5/4/2022 7:11:30 
 AM"}

DynamoDB で新しく作成された
テナントの詳細を確認します。

DynamoDB に新しく作成され
たテナントの詳細を確認するに
は、以下のステップを実行しま
す。

1. AWS マネジメントコンソール
を開き、Amazon DynamoDB 
サービスに移動します。

2. 左側のナビゲーションで 
[アイテムを探す] を選択
し、TenantOnboardingテー
ブルを選択します。

注:tenantcluster-テナント
名の先頭にはが付きます。詳
細については、「追加情報」
セクションを参照してくださ
い。

3. テナントの詳細を含む新しい
アイテムが作成されているこ
とを確認します。

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

新しいテナントのスタック作成
を確認します。

新しいスタックが正常に作成さ
れ、 CloudFormation テンプレー
トに従って新しく作成されたテ
ナントのインフラストラクチャ
でプロビジョニングされたこと
を確認します。

1. CloudFormation コンソールを
開きます。

2. 左側のナビゲーションで 
[Stacks] を選択し、テナント
名のスタックが正常に作成さ
れたことを確認します。

3. 新しく作成したテナントス
タックを選択し、[リソース] 
タブを選択します。アラー
ムリソースと Amazon SQS
リソースを書き留めておきま
す。

4. AWS 認証情報を設定して新
しいターミナルを開き、正し
いリージョンを指定します。
テストアラームを起動するに
は、次のコードを入力し、ス
テップ 3<alarm resource 
name> で記録したアラームリ
ソース名に置き換えます。

aws cloudwatch set-alarm-
state --alarm-name <alarm 
 resource name> --state-
value ALARM --state-reason 
 'Test setup'

以下の例は、アラームリソー
ス名を含むコードを示しま
す。

aws cloudwatch set-
alarm-state --alarm-name 
 tenantcluster-tenant123-
alarm --state-value ALARM 
 --state-reason 'Test 
 setup'

5. コンソールを開き、Amazon 
SQSコンソールに移動しま
す。ステップ 3 で特定した 
Amazon SQS リソース名を選
択します。AWS ドキュメント
の指示に従って、ステップ 4 
で発生したアラームからテス
トメッセージを受信して削除
します。

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル

テナントスタックを削除しま
す。

テナントスタックを削除するに
は、次の curl リクエストを送信
します。

curl -X DELETE 
 <TenantOnboardingAPIEndpoint* 
 from CDK Output>tenant/
<Tenant Name from previous 
 step>

次の例に示すよう
に、<TenantOnboardingAPIEndpoint* 
from CDK Output>プレース
ホルダーを AWS CDK<Tenant 
Name from previous step>
の実際の値に変更し、前のテナ
ント作成ステップの実際の値に
変更します。

curl -X DELETE https://
j2qmp8ds21i1i.execute-
api.us-west-2.amazonaws.com/
prod/tenant/Tenant123

以下の例は、出力を示していま
す。

{"message": "Tenant 
 destroyed - 5/4/2022 
 7:14:48 AM"}

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS 管理者

既存のテナントのスタックの削
除を確認します。

既存のテナントスタックが削除
されたことを確認するには、以
下のステップを実行します。

1. コンソールを開き、 
CloudFormation コンソールに
移動します。

2. 左側のナビゲーションで、
テナント名の既存のスタッ
クがコンソールにない 
( CloudFormation コンソー
ルがアクティブスタックの
みを表示するように設定さ
れている場合) か、削除中
であることを確認します。 
CloudFormation スタックが
コンソールにない場合は、ド
ロップダウンリストを使用し
てコンソールの設定を [アク
ティブ] から [削除済み] に変更
し、削除されたスタックを確
認し、スタックが正常に削除
されたことを確認します。

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps
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関連リソース

クリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

環境を破壊してください。 スタックをクリーンアップする
前に、次の点を確認してくださ
い。

• DynamoDB のすべてのレコー
ドは、前回のテナント削除操
作、または DynamoDB コン
ソールまたは API のいずれか
によって削除されます。テナ
ントレコードを削除するたび
に、 CloudFormation 対応する 
AWS のクリーンアップが開始
されます。 

• テナントベースの AWS 
CloudFormation スタックはす
べて、(DynamoDB トリガー
のクリーンアップロジックが
失敗した場合に備えて) AWS 
CloudFormation コンソールで
クリーンアップされます。

テストが完了すると、AWS CDK 
を使用して次のコマンドを実行
することで、すべてのスタッ
クと関連リソースを破棄できま
す。

cdk destroy --all;

認証情報用の AWS プロファイ
ルを作成した場合は、そのプロ
ファイルを使用してください。

スタックの削除プロンプトを確
認して、スタックを削除しま
す。

AWS 管理者、AWS DevOps

Amazon CloudWatch ログをク
リーンアップします。

スタックの削除処理では、 
CloudWatch スタックによって
生成されたログ (ロググループと
ログ) はクリーンアップされませ
ん。 CloudWatch コンソールま
たは API CloudWatch を使用して
リソースを手動でクリーンアッ
プします。

アプリ開発者、AWS 
DevOps、AWS 管理者

関連リソース
• AWS CDK .NET ワークショップ
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追加情報

• C# での AWS CDK の使用
• CDK .NET リファレンス

追加情報
コントロールプレーンテクノロジースタック

.NET で記述された CDK コードは、次のリソースで構成されるコントロールプレーンインフラストラク
チャのプロビジョニングに使用されます。

1. API Gateway

コントロールプレーンスタックの REST API エントリポイントとして機能します。
2. テナントオンボーディング Lambda 関数

この Lambda 関数は、API Gateway によって m メソッドを使用して開始されます。

POST メソッド API リクエストの結果tenant name、(,tenant description) が 
DynamoDBTenant Onboarding テーブルに挿入されます。

このコード例では、テナント名はテナントスタック名とそのスタック内のリソース名の一部としても使
用されます。これは、これらのリソースを特定しやすくするためです。このテナント名は、競合やエ
ラーを避けるため、セットアップで一意である必要があります。詳細な入力検証設定については、IAM 
ロールのドキュメントと「制限事項」セクションで説明されています。

DynamoDB テーブルへの永続化処理は、テナント名がテーブル内の他のレコードで使用されていない場
合にのみ成功します。

この場合のテナント名は、このテーブルのパーティションキーです。PutItem条件式として使用できる
のはパーティションキーだけだからです。

テナント名がこれまでに記録されていない場合、レコードはテーブルに正常に保存されます。

ただし、テナント名がテーブル内の既存のレコードですでに使用されている場合、操作は失敗
し、DynamoDBConditionalCheckFailedException 例外が開始されます。この例外は、テナント
名が既に存在することを示す失敗メッセージ (HTTP BadRequest) を返すために使用されます。

DELETEメソッド API リクエストは、特定のテナント名のレコードをTenant Onboardin g テーブル
から削除します。

この例の DynamoDB レコードの削除は、レコードが存在しない場合でも成功します。

ターゲットレコードが存在し、削除されると、DynamoDB ストリームレコードが作成されます。それ以
外の場合は、下流レコードは作成されません。

3. Amazon DynamoDB ストリームを有効にしたテナントオンボーディング DynamoDB

これにより、テナントのメタデータ情報が記録され、レコードを保存または削除すると、Tenant 
InfrastructureストリームがダウンストリームのLambda関数に送信されます。 

4. テナントインフラストラクチャ Lambda 関数

この Lambda 関数は、前のステップの DynamoDB ストリームレコードによって開始されま
す。INSERTレコードがイベントに関するものである場合は、AWS CloudFormation を呼び出して、S3 
CloudFormation バケットに保存されているテンプレートを使用して新しいテナントインフラストラク
チャを作成します。レコードが for の場合REMOVE、Tenant Nameストリームレコードのフィールドに
基づいて既存のスタックの削除が開始されます。

5. S3 バケット
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CloudFormation これはテンプレートを保存するためのものです。
6. 各 Lambda 関数の IAM ロールとサービスロール CloudFormation

各 Lambda 関数には、そのタスクを実行するための最小権限を持つ独自の IAM ロールがあります。た
とえば、Tenant On-boarding Lambda 関数には DynamoDB への読み取り/書き込みアクセス権があ
り、Tenant Infrastructure Lambda 関数は DynamoDB ストリームを読み取ることしかできませ
ん。

CloudFormation テナントスタックのプロビジョニング用にカスタムサービスロールが作成されます。
このサービスロールには、 CloudFormation スタックプロビジョニング用の追加権限 (AWS KMS キーな
ど) が含まれています。これにより、Lambda 間でロールが分割され、すべての権限が 1 つのロール (イ
ンフラストラクチャ Lambda ロール) CloudFormation に割り当てられることがなくなります。

強力なアクション ( CloudFormation スタックの作成や削除など) を許可する権限はロックダウンされ、
で始まるリソースでのみ許可されますtenantcluster-。ただし、AWS KMS はリソース命名規則のた
め例外です。API から取り込まれたテナント名は、tenantcluster-他の検証チェックとともに先頭に
追加されます (英数字とダッシュのみで、ほとんどの AWS リソースの命名に合うように 30 文字未満に
制限されています)。これにより、テナント名が誤ってコアインフラストラクチャスタックやリソースの
中断を招くことがなくなります。

テナントテクノロジースタック

CloudFormation テンプレートは S3 バケットに保存されます。テンプレートは、テナント固有の AWS 
KMS キー、 CloudWatch アラーム、SNS トピック、SQS キュー、SQS ポリシーをプロビジョニングしま
す。

AWS KMS キーは、Amazon SNS と Amazon SQS によるメッセージのデータ暗号化に使用されま
す。AwsSolutions-SNS2 と AwsSolutions-SQS2 のセキュリティプラクティスでは、Amazon SNS と 
Amazon SQS を暗号化してセットアップすることを推奨しています。ただし、AWS 管理キーを使用する
場合、 CloudWatch アラームは Amazon SNS で機能しないため、この場合はカスタマー管理キーを使用す
る必要があります。詳細については、AWS ナレッジセンターを参照してください。

SQS ポリシーは Amazon SQS キューで使用され、作成された SNS トピックがメッセージをキューに配信
できるようにします。SQS ポリシーがないと、アクセスは拒否されます。詳細については、Amazon SNS 
のドキュメントを参照してください。

CQRS とイベントソーシングを使用してモノリス
をマイクロサービスに分解する

ロドルフォ・ジュニアによって作成されました。 セラダ (AWS)、ドミトリー・グリン (AWS)、タビー・
ウォード (AWS)

環境: PoC またはパイロット ソース: モノリス CRUD モデル ターゲット: マイクロサービス

R タイプ: リアーキテクト ワークロード: [オープンソース] テクノロジー: モダナイゼーショ
ン、メッセージングと通信、
サーバーレス

AWS サービス: Amazon 
DynamoDB; AWS Lambda; 
Amazon SNS
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概要
このパターンは、コマンドクエリ責任分離 (CQRS) パターンとイベントソーシングパターンの両方を使用
して 2 つのパターンを組み合わせます。CQRS パターンは、コマンドモデルとクエリモデルの責任を分離
します。イベントソーシングパターンは、非同期のイベント駆動型通信を利用して全体的なユーザーエク
スペリエンスを向上させます。

CQRS サービスと Amazon Web Services (AWS) サービスを使用して、モノリスアプリケーションをマイ
クロサービスアーキテクチャにリファクタリングしながら、各データモデルを個別に保守およびスケーリ
ングできます。その後、イベントソーシングパターンを使用して、コマンドデータベースのデータをクエ
リデータベースに同期できます。

このパターンでは、最新バージョンの Visual Studio を使用して開くことができるソリューション (*.sln) 
ファイルを含むサンプルコードを使用します。この例には、AWS のサーバーレスアプリケーション、従来
のアプリケーション、またはオンプレミスアプリケーションで CQRS とイベントソーシングがどのように
機能するかを示すリワード API コードが含まれています。

CQRS とイベントソーシングの詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• アマゾン CloudWatch
• Amazon DynamoDB テーブル
• Amazon DynamoDB Streams
• AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセスキーとシークレットキー。詳細については、

「関連リソース」セクションのビデオをご覧ください
• AWS Lambda
• Visual Studio に関する知識
• AWS Toolkit for Visual Studio に関する知識。詳細については、「関連リソース」セクションの「AWS 

Toolkit for Visual Studio」デモビデオを参照してください。

製品バージョン

• ビジュアルスタジオ 2019 コミュニティエディション
• AWS Toolkit for Visual Studio
• .NET Core 3.1. このコンポーネントは Visual Studio インストールのオプションです。インストール時

に .NET Core を含めるには、NET Core クロスプラットフォーム開発を選択します。

機能制限

• 従来のオンプレミスアプリケーション (ASP.NET Core Web API とデータアクセスオブジェクト) のサン
プルコードには、データベースは付属していません。ただし、CustomerDataモックデータベースとし
て機能するインメモリオブジェクトが付属しています。提供されたコードは、パターンをテストするの
に十分です。

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• ASP.NET Core Web API プロジェクト
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• IIS ウェブサーバー
• データアクセスオブジェクト
• CRUD モデル

ソースアーキテクチャ

ソースアーキテクチャでは、CRUDモデルにはコマンドインターフェースとクエリインターフェースの両
方が1つのアプリケーションに含まれています。コード例については、CustomerDAO.cs (添付) を参照し
てください。

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon DynamoDB
• Amazon DynamoDB Streams
• AWS Lambda
• (オプション) Amazon API Gateway
• (オプション) Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲットアーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャでは、コマンドインターフェイスとクエリインターフェイスは分離されていま
す。次の図に示すアーキテクチャは、API Gateway と Amazon SNS を使用して拡張できます。詳細につ
いては、「追加情報」セクションを参照してください。

1. Lambda コマンド関数は、データベースの作成、更新、削除などの書き込み操作を実行します。
2. クエリ Lambda 関数は、データベースに対して get や select などの読み取り操作を実行します。
3. この Lambda 関数は、コマンドデータベースからの DynamoDB ストリームを処理し、変更に合わせて

クエリデータベースを更新します。

Tools
Tools

• Amazon DynamoDB — Amazon DynamoDB はシームレスなスケーラビリティが可能な高速で予測可能
なパフォーマンスを発揮するフルマネージド NoSQL データベースサービスです。

• Amazon DynamoDB ストリーム — DynamoDB Streams は、DynamoDB テーブル内の項目レベルの変
更に関するシーケンスを時間順にキャプチャします。その後、この情報を最大 24 時間ログに保存しま
す。保管時の暗号化では、DynamoDB Streams のデータが暗号化されます。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行で
きるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリ
クエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコン
ピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

• AWS マネジメントコンソール — AWS マネジメントコンソールは、AWS のサービスを管理するための
広範なサービスコンソールの広範なコレクションで構成されるウェブアプリケーションです。

• ビジュアルスタジオ 2019 コミュニティエディション — ビジュアルスタジオ 2019 は統合開発環境 
(IDE) です。コミュニティエディションは、オープンソースのコントリビューターには無料です。このパ
ターンでは、Visual Studio 2019 コミュニティエディションを使用してサンプルコードを開き、コンパ
イルし、実行します。表示専用の場合は、任意のテキストエディターまたは Visual Studio Code を使用
できます。

2230

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Streams.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/learn-whats-new.html
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-vscode/latest/userguide/welcome.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• AWS Toolkit for Visual Studio — AWS Toolkit for Visual Studio は Visual Studio IDE のプラグインで
す。AWS Toolkit for Visual Studio を使用すると、AWS サービスを使用する .NET アプリケーションを
容易に開発、デバッグ、およびデプロイできます。

Code

サンプルコードが添付されています。サンプルコードのデプロイ方法については、エピックセクションを
参照してください。

叙事詩
ソリューションを開いて構築する

タスク 説明 必要なスキル

ソリューションを開きます。 1. 添付ファイルセクションから
サンプルソースコード (CQRS-
ES Code.zip) をダウンロー
ドし、ファイルを抽出しま
す。

2. Visual Studio IDE で、「ファ
イル」、「開く」、「プロ
ジェクトソリューション」
を選択し、ソースコードを抽
出したフォルダーに移動しま
す。

3. [AWS.apg.cqrses.sln] を選択
し、[開く] を選択します。ソ
リューション全体が Visual 
Studio に読み込まれます。

アプリケーションデベロッパー

ソリューションを構築します。 ソリューションのコンテキスト 
(右クリック) メニューを開き、
[Build Solution] を選択します。
これにより、ソリューション内
のすべてのプロジェクトがビル
ドおよびコンパイルされます。
正常にコンパイルされるはずで
す。

Visual Studio ソリューションエ
クスプローラーにディレクトリ
構造が表示されるはずです。

• CQRS On-Premises Code 
Sampleには、オンプレミスで 
CQRS を使用する例が記載さ
れています。

• CQRS AWS Serverlessに
は、AWS サーバーレスサービ
スを使用した CQRS とイベン
トソーシングのサンプルコー
ドがすべて含まれています。

アプリケーションデベロッパー
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DynamoDB テーブルを作成する

タスク 説明 必要なスキル

認証情報を入力してください。 アクセスキーをまだお持ちでな
い場合は、関連リソースセク
ションのビデオをご覧くださ
い。

1. ソリューションエクスプロー
ラーで、CQRS AWS サーバー
レスを展開し、「ソリュー
ションの構築」フォルダーを
展開します。

2. AWS.apg.cqrses.BuildProgram.cs
プロジェクトを展開してファ
イルを表示します。

3. Program.cs一番上までス
クロールして探してくださ
いProgram().

4. をアカウントアクセスキー
に置き換え、YOUR SECRET 
KEYアカウントのシークレッ
トキーに置き換えてくださ
い。YOUR ACCESS KEY実
稼働環境では、キーをハー
ドコーディングしないこと
に注意してください。代わり
に、AWS Secrets Manager を
使用して認証情報を保存およ
び取得できます。

アプリ開発者、データエンジニ
ア、DBA

プロジェクトをビルドします。 プロジェクトをビルドするに
は、Aws.apg.cqrses.Build プロ
ジェクトのコンテキスト (右ク
リック) メニューを開き、[Build] 
を選択します。

アプリ開発者、データエンジニ
ア、DBA

テーブルを作成して入力しま
す。

テーブルを作成してシー
ドデータを入力するに
は、AWS.apg.cqrses.Build プロ
ジェクトのコンテキスト (右ク
リック) メニューを開き、「デ
バッグ」、「新規インスタンス
の開始」を選択します。

アプリ開発者、データエンジニ
ア、DBA

テーブル構造とデータを検証し
ます。

確認するには、AWS エクスプ
ローラーに移動し、Amazon 
DynamoDB を展開します。テー
ブルが表示されるはずです。
各テーブルを開いて、サンプル
データを表示します。

アプリ開発者、データエンジニ
ア、DBA
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ローカルテストを実行する

タスク 説明 必要なスキル

CQRS プロジェクトをビルドし
ます。

1. ソリューションを開
き、CQRS AWS サービス/
CQRS/Tests ソリューション
フォルダーに移動します。

2. aws.apg.cqrses.cqrslambda.Tests
プロジェクト
で、BaseFunctionTest.cs を開
き、AccessKeySecretKeyとを
作成した IAM キーに置き換え
ます。

3. 変更を保存します。
4. テストプロジェクトをコンパ

イルしてビルドするには、ア
プリケーションのコンテキス
トメニュー (右クリック) を開
き、[Build] を選択します。

アプリ開発者、テストエンジニ
ア

イベントソーシングプロジェク
トを構築します。

1. CQRS AWS サービス/イベン
トソース/テストソリューショ
ンフォルダーに移動します。 

2. AWS.APG.CQRSES 
にあります。 
EventSourceLambda.Tests
プロジェクトを開
き、BaseFunctionTest.cs を開
き、AccessKeySecretKeyとを
作成した IAM キーに置き換え
ます。 

3. 変更を保存します。
4. テストプロジェクトをコンパ

イルしてビルドするには、ア
プリケーションのコンテキス
トメニュー (右クリック) を開
き、[Build] を選択します。

アプリ開発者、テストエンジニ
ア

テストを実行する。 すべてのテストを実行するに
は、[表示]、[テストエクスプロー
ラー] の順に選択し、[ビュー内
のすべてのテストを実行] を選
択します。すべてのテストに合
格するはずです。緑色のチェッ
クマークアイコンが表示されま
す。 

アプリ開発者、テストエンジニ
ア

CQRS Lambda 関数を AWS に公開する

タスク 説明 必要なスキル

最初の Lambda 関数をパブリッ
シュします。

1. [Solution Explorer] 
で、AWS.APG.CQRSES 

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル
のコンテキスト (右クリッ
ク) メニューを開きます。 
CommandCreateLambda プ
ロジェクトを選択し、[AWS 
Lambda にパブリッシュ] を選
択します。

2. 使用するプロファイ
ル、Lambda 関数をデプロイ
する AWS リージョン、およ
び関数名を選択します。

3. 残りのフィールドについて
は、デフォルト値をそのまま
使用し、[Next (次へ)] を選択
します。

4. 「ロール名」ドロップダ
ウンリストで、を選択しま
すAWSLambdaFullAccess。

5. アカウントキーを指定
するには、[追加] を選択
し、AcessKey変数として、
アクセスキーを値として入力
します。次に、もう一度 [追
加] を選択し、SecretKey変
数として入力し、秘密鍵を値
として入力します。

6. 残りのフィールドについて
は、デフォルト値をそのまま
使用し、[Upload] (アップロー
ド) を選択します。Lambda 
テスト関数がアップロードさ
れると、その関数は Visual 
Studio に自動的に表示されま
す。

7. 以下のプロジェクトに対し
て、ステップ 1～6 のステップ
を繰り返します。
• AWS.APG.CQRSES。 

CommandDeleteLambda
• AWS.APG.CQRSES。 

CommandUpdateLambda
• AWS.APG.CQRSES。 

CommandAddRewardLambda
• AWS.APG.CQRSES。 

CommandRedeemRewardLambda
• AWS.APG.CQRSES。 

QueryCustomerListLambda
• AWS.APG.CQRSES。 

QueryRewqardLambda
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タスク 説明 必要なスキル

関数のアップロードを確認しま
す。

(オプション) AWS Explorer に移
動して AWS Lambda を展開す
ると、関数が正常にロードされ
たことを確認できます。テスト
ウィンドウを開くには、Lambda 
関数を選択します (ダブルクリッ
ク)。

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア

Lambda 関数をテストします。 1. リクエストデータを入力する
か、追加情報セクションの
テストデータからサンプルリ
クエストデータをコピーしま
す。テストする関数用のデー
タを必ず選択してください。

2. テストを実行するには、
[Invoke] を選択します。応答
とエラーは [応答] テキスト
ボックスに表示され、ログは 
[ログ] テキストボックスまた
は [ CloudWatch ログ] に表示
されます。

3. データを検証するには、AWS 
エクスプローラーで 
DynamoDB テーブルを選択し
ます (ダブルクリック)。

すべての CQRS Lambda プ
ロジェクトは、CQRS AWS 
Serverless\CQRS\Command 
Microservice CQRS AWS 
Serverless\CQRS\Command 
Microserviceおよびソリュー
ションフォルダーにあります。
ソリューションディレクトリと
プロジェクトについては、「追
加情報」セクションの「ソース
コードディレクトリ」を参照し
てください。

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア
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タスク 説明 必要なスキル

残りの関数を公開します。 前のステップを次のプロジェク
トに対して繰り返します。

• AWS.APG.CQRSES。 
CommandDeleteLambda

• AWS.APG.CQRSES。 
CommandUpdateLambda

• AWS.APG.CQRSES。 
CommandAddRewardLambda

• AWS.APG.CQRSES。 
CommandRedeemRewardLambda

• AWS.APG.CQRSES。 
QueryCustomerListLambda

• AWS.APG.CQRSES。 
QueryRewqardLambda

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア

イベントリスナーとしての Lambda 関数の設定

タスク 説明 必要なスキル

顧客とリワードの Lambda イベ
ントハンドラーを公開します。

各イベントハンドラーを公開す
るには、前のエピックの手順に
従ってください。

CQRS AWS Serverless
\Event Source\Customer 
EventCQRS AWS Serverless
\Event Source\Reward 
Eventプロジェクトはとソ
リューションフォルダの下にあ
ります。詳細については、「追
加情報」セクションの「ソース
コードディレクトリ」を参照し
てください。

アプリケーションデベロッパー

イベントソーシング Lambda イ
ベントリスナーをアタッチしま
す。

1. Lambda プロジェクトの公開
時に使用したのと同じアカウ
ントを使用して AWS マネジ
メントコンソールにログイン
します。

2. リージョンには、米国東
部 1 または前のエピックで 
Lambda 関数をデプロイした
リージョンを選択します。

3. Lambda サービスに移動しま
す。

4. EventSourceCustomerLambda 
関数を選択します。

5. 「トリガーを追加」を選択し
ます。

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
6. トリガー設定ドロップダウン

リストで、DynamoDB を選択
します。

7. DynamoDB テーブルドロップ
ダウンリストで、を選択しま
すcqrses-customer-cmd。

8. 「開始位置」ドロップダ
ウンリストで、「水平線の
トリミング元」を選択しま
す。トリミングホライズン
は、DynamoDB トリガーが
最後の (トリミングされてい
ない) ストリームレコード 
(シャードで最も古いレコード) 
から読み取りを開始すること
を意味します。

9. 「トリガーを有効にする」
チェックボックスを選択しま
す。

10.残りのフィールドについて
は、デフォルト値をそのまま
使用し、[Add] (追加) を選択し
ます。

リスナーが DynamoDB テー
ブルに正常にアタッチされる
と、Lambda デザイナーページに
表示されます。

EventSourceReward Lambda 関
数をパブリッシュしてアタッチ
します。

EventSourceRewardLambda 
関数をパブリッシュしてアタッ
チするには、DynamoDB cqrses-
reward-cmdテーブルのドロップ
ダウンリストから選択して、前
の 2 つのストーリーの手順を繰
り返します。

アプリケーションデベロッパー

DynamoDB ストリームと Lambda トリガーのテストと検証

タスク 説明 必要なスキル

ストリームと Lambda トリガー
をテストします。

1. Visual Studio で、AWS 
Explorer に移動します。

2. AWS Lambda を展開
し、CommandRedeemReward関
数を選択します (ダブルクリッ
ク)。表示される関数ウィン
ドウで、関数をテストできま
す。

3. 「リクエスト」テキストボッ
クスに、 JavaScript リクエス
トデータをオブジェクト表記 

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
(JSON) 形式で入力します。
リクエストの例については、
「追加情報」セクションの
「テストデータ」を参照して
ください。

4. [呼び出し] を選択します。

DynamodDB 報酬クエリテーブル
を使用して検証します。

1. cqrses-reward-queryテーブル
を開きます。

2. 特典を引き換えたお客様のポ
イントを確認してください。
交換したポイントは、お客様
の合計ポイント数から差し引
く必要があります。

アプリケーションデベロッパー

CloudWatch ログを使用して検証
します。

1. [ロググループ] CloudWatch に
移動して選択します。

2. /aws/lambda/
EventSourceRewardEventSourceReward
ロググループにはトリガーの
ログが含まれます。Lambda 
コードに入力したメッセージ
や Lambda コードに入力した
メッセージを含め、すべての 
LambdaConsole.Writeline
呼び出しがログに記録されま
す。context.Logger.LogLine

アプリケーションデベロッパー

EventSourceCustomer トリガー
を検証します。

EventSourceCustomerト
リガーを検証するには、 
CloudWatch トリガーのそ
れぞれの顧客テーブルと
ログを使用して、このエ
ピックの手順を繰り返しま
す。EventSourceCustomer

アプリケーションデベロッパー

関連リソース
リファレンス:

• ビジュアルスタジオ 2019 コミュニティエディションのダウンロード
• AWS Toolkit for Visual Studio のダウンロード
• AWS Toolkit for Visual Studio
• AWS でのサーバーレス
• DynamoDB のユースケースとデザインパターン
• マーティン・ファウラー CARS
• マーティン・ファウラーイベントソーシング

動画

• AWS Toolkit for Visual Studio
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• 新しい IAM ユーザーのアクセスキー ID を作成する方法を教えてください。

追加情報
CQRS とイベントソーシング

CARS

CQRS パターンは、データアクセスオブジェクトの単一 CRUD (作成、読み取り、更新、削除) モデルな
どの単一の概念操作モデルを、コマンド操作モデルとクエリ操作モデルに分離します。コマンドモデルと
は、作成、更新、削除など、状態を変更するすべての操作を指します。クエリモデルとは、値を返すすべ
ての操作を指します。

1. カスタマー CRUD モデルには以下のインターフェースが含まれます。
• Create Customer()
• UpdateCustomer()
• DeleteCustomer()
• AddPoints()
• RedeemPoints()
• GetVIPCustomers()
• GetCustomerList()
• GetCustomerPoints()

要件が複雑になったら、この単一モデルのアプローチから移行できます。CQRSは、コマンドモデルとク
エリモデルを使用して、データの書き込みと読み取りの責任を分離します。これにより、データを個別に
管理および管理できます。責任が明確に分離されているため、各モデルを強化しても他のモデルに影響は
ありません。この分離により、メンテナンスとパフォーマンスが向上し、アプリケーションの規模が拡大
してもアプリケーションの複雑さが軽減されます。

1. カスタマーコマンドモデルのインターフェイス:
• Create Customer()
• UpdateCustomer()
• DeleteCustomer()
• AddPoints()
• RedeemPoints()

2. カスタマーケアモデルのインターフェイス:
• GetVIPCustomers()
• GetCustomerList()
• GetCustomerPoints()
• GetMonthlyStatement()

コード例については、「ソースコードディレクトリ」を参照してください。

次に、CQRS パターンによってデータベースが分離されます。この分離により、マイクロサービスアーキ
テクチャの主要な要素である各サービスの完全な独立性が実現します。
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AWS クラウドで CQRS を使用すると、各サービスをさらに最適化できます。たとえば、さまざまな
コンピューティング設定を設定したり、サーバーレスマイクロサービスかコンテナベースのマイクロ
サービスを選択したりできます。オンプレミスのキャッシュを Amazon に置き換えることができます 
ElastiCache。オンプレミスのパブリッシュ/サブスクライブメッセージがある場合は、Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) に置き換えることができます。さらに、 pay-as-you-go 使用した分だ
け課金される料金とさまざまな AWS サービスを利用できます。

CQRS には次の利点があります。

• 独立したスケーリング — 各モデルのスケーリング戦略は、サービスの要件と需要に合わせて調整できま
す。高性能アプリケーションと同様に、読み取りと書き込みを分離することで、各需要に合わせてモデ
ルを個別にスケーリングできます。また、コンピューティングリソースを追加または削減して、他のモ
デルに影響を与えずに、あるモデルのスケーラビリティ需要に対応できます。

• 独立したメンテナンス — クエリモデルとコマンドモデルを分離することで、モデルの保守性が向上しま
す。他のモデルに影響を与えずに、一方のモデルにコードの変更や拡張を加えることができます。

• セキュリティ — アクセス権限とポリシーを別々のモデルに適用して読み取りと書き込みを行う方が簡単
です。

• 読み取りの最適化 — クエリ用に最適化されたスキーマを定義できます。たとえば、集計データにはス
キーマを定義し、ファクトテーブルには別のスキーマを定義できます。

• 統合 — CQRSはイベントベースのプログラミングモデルによく合います。
• 複雑性の管理 — クエリモデルとコマンドモデルへの分離は、複雑なドメインに適しています。

CQRS を使用する場合は、次の点に留意してください。

• CQRS パターンは、アプリケーションの特定の部分にのみ適用され、アプリケーション全体には適用さ
れません。パターンに合わないドメインに実装すると、生産性が低下し、リスクが高くなり、複雑さが
増す可能性があります。

• このパターンは、読み取り操作と書き込み操作が不均衡な頻繁に使用されるモデルに最適です。
• 処理に時間がかかる大きなレポートなど、読み取りの多いアプリケーションの場合、CQRSでは適切な

データベースを選択し、集計データを保存するスキーマを作成することができます。これにより、レ
ポートデータを 1 回だけ処理して集計テーブルにダンプすることで、レポートの読み取りと表示の応答
時間を短縮できます。

• 書き込み量の多いアプリケーションでは、書き込み操作用にデータベー
スを構成し、書き込みの需要が高まったときにコマンドマイクロサービ
スを個別にスケーリングできるようにすることができます。例について
は、AWS.APG.CQRSES.CommandRedeemRewardLambdaAWS.APG.CQRSES.CommandAddRewardLambdaお
よびマイクロサービスを参照してください。

イベントソーシング

次のステップは、コマンドの実行時にイベントソーシングを使用してクエリデータベースを同期すること
です。例えば、次のイベントを考えてみます。

• 顧客報酬ポイントが追加され、クエリデータベース内の顧客の合計または集計された報酬ポイントを更
新する必要があります。

• 顧客の姓はコマンドデータベースで更新されるため、クエリデータベース内の代理顧客情報を更新する
必要があります。

従来の CRUD モデルでは、トランザクションが完了するまでデータをロックすることでデータの一貫性を
確保します。イベントソーシングでは、一連のイベントを公開することでデータが同期され、サブスクラ
イバーはそのイベントを使用してそれぞれのデータを更新します。

イベントソーシングパターンは、データに対して実行された一連のアクションをすべて確実に記録し、一
連のイベントを通じて公開します。これらのイベントは、そのイベントのサブスクライバーがレコードを
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最新の状態に保つために処理しなければならないデータへの一連の変更を表します。これらのイベントは
サブスクライバーによって処理され、サブスクライバーのデータベース上のデータが同期されます。この
場合は、それがクエリデータベースです。

次の図は、AWS 上の CQRS で使用されるイベントソーシングを示しています。

1. Lambda コマンド関数は、データベースの作成、更新、削除などの書き込み操作を実行します。
2. クエリ Lambda 関数は、データベースに対して get や select などの読み取り操作を実行します。
3. この Lambda 関数は、コマンドデータベースからの DynamoDB ストリームを処理し、変更に合わせて

クエリデータベースを更新します。また、この機能を使用して Amazon SNS にメッセージを発行し、
購読者がデータを処理できるようにすることもできます。

4. (オプション) Lambda イベントサブスクライバーは Amazon SNS によって公開されたメッセージを処理
し、クエリデータベースを更新します。

5. (オプション) Amazon SNS は、書き込み操作の通知を電子メールで送信します。

AWS では、クエリデータベースは DynamoDB Streams によって同期できます。DynamoDB 
は、DynamoDB テーブル内の項目レベルの変更に関するシーケンスを時系列順にキャプチャし、その情報
を 24 時間以内に永続的に保存します。

DynamoDB Streams をアクティブ化すると、データベースはイベントソーシングパターンを可能にする
一連のイベントを公開できます。イベントソーシングパターンは、イベントサブスクライバーを追加しま
す。イベントサブスクライバーアプリケーションは、サブスクライバーの責任に応じてイベントを処理し
て処理します。前の図では、イベントサブスクライバーは Query DynamoDB データベースに変更をプッ
シュして、データの同期を維持しています。Amazon SNS、メッセージブローカー、イベントサブスクラ
イバーアプリケーションを使用することで、アーキテクチャは分離された状態に保たれます。

イベントソーシングには次の利点があります。

• トランザクションデータの整合性
• データ内で実行されたアクションの監視に使用できる、信頼できる監査証跡とアクションの履歴
• マイクロサービスなどの分散アプリケーションが、環境全体でデータを同期できるようにします。
• 状態が変わるたびにイベントを確実に公開
• 過去のステートの再構築または再生
• イベントを交換してモノリシックアプリケーションからマイクロサービスに移行する、疎結合のエン

ティティ
• 同時更新による競合の減少。イベントソーシングにより、データストア内のオブジェクトを直接更新す

る必要がなくなります
• タスクとイベントの切り離しによる柔軟性と拡張性
• 外部システム更新
• 1 つのイベントでの複数のタスクの管理

イベントソーシングを使用する場合は、次の点に留意してください。

• ソースサブスクライバデータベース間のデータ更新には多少の遅延があるため、変更を取り消す唯一の
方法は、イベントストアに補正イベントを追加することです。

• イベントソーシングの実装は、プログラミングのスタイルが異なるため、習得に時間がかかります。

テストデータ

デプロイが成功したら、次のテストデータを使用して Lambda 関数をテストします。
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CommandCreate 顧客

{  "Id":1501,  "Firstname":"John",  "Lastname":"Done",  "CompanyName":"AnyCompany",  
 "Address": "USA",  "VIP":true }

CommandUpdate 顧客

{  "Id":1501,  "Firstname":"John",  "Lastname":"Doe",  "CompanyName":"Example Corp.",  
 "Address": "Seattle, USA",  "VIP":true }

CommandDelete 顧客

顧客 ID をリクエストデータとして入力します。たとえば、顧客 ID が 151 の場合、申請データとして 151 
を入力します。

151

QueryCustomerList

これは空白です。このメソッドを呼び出すと、すべてのカスタマーが返されます。

CommandAddReward

これにより、ID 1（リチャード）のお客様に40ポイント加算されます。

{ 
  "Id":10101, 
  "CustomerId":1, 
  "Points":40
} 

CommandRedeemReward

これにより、ID 1（リチャード）のお客様には15ポイントが差し引かれます。

{ 
  "Id":10110, 
  "CustomerId":1, 
  "Points":15
} 

QueryReward

顧客の ID を入力します。たとえば、リチャードには 1、アーナヴには 2、シャーリーには 3 と入力しま
す。

2 

ソースコードディレクトリ

Visual Studio ソリューションのディレクトリ構造のガイドとして次の表を使用してください。 

CQRS オンプレミスコードサンプルソリューションディレクトリ

カスタマー CRUD モデル
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CQRS オンプレミスコードサンプル\ CRUD モデル\ AWS.APG.CQRSES.DAL プロジェクト

カスタマー CRUD モデルの CQRS バージョン

• カスタマーコマンド:CQRS On-Premises Code Sample\CQRS Model\Command Microservice
\AWS.APG.CQRSES.Commandプロジェクト

• お客様からの質問:CQRS On-Premises Code Sample\CQRS Model\Query Microservice
\AWS.APG.CQRSES.Queryプロジェクト

コマンドとクエリのマイクロサービス

Command マイクロサービスはソリューションフォルダーの下にありますCQRS On-Premises Code 
Sample\CQRS Model\Command Microservice。

• AWS.APG.CQRSES.CommandMicroserviceASP.NET Core API プロジェクトは、コンシューマーが
サービスを操作するエントリポイントとして機能します。

• AWS.APG.CQRSES.Command.NET Core プロジェクトは、コマンド関連のオブジェクトとインターフェ
イスをホストするオブジェクトです。

クエリマイクロサービスはソリューションフォルダにありますCQRS On-Premises Code Sample
\CQRS Model\Query Microservice。

• AWS.APG.CQRSES.QueryMicroserviceASP.NET Core API プロジェクトは、コンシューマーがサー
ビスを操作するエントリポイントとして機能します。

• AWS.APG.CQRSES.Query.NET Core プロジェクトは、クエリ関連のオブジェクトとインターフェイス
をホストするオブジェクトです。

CQRS AWS サーバーレスコードソリューションディレクトリ

このコードは、AWS サーバーレスサービスを使用するオンプレミスコードの AWS バージョンです。

C# .NET Core では、各 Lambda 関数は 1 つの.NET Core プロジェクトで表されます。このパターンのサ
ンプルコードでは、コマンドモデルとクエリモデルのインターフェイスごとに個別のプロジェクトがあり
ます。

AWS サービスを使用した CQRS

AWS サーバーレスサービスを使用する CQRS のルートソリューションディレクトリは、CQRS AWS 
Serverless\CQRSこのフォルダーにあります。この例には次の 2 つのモデルが含まれています。顧客と
報酬

カスタマーとリワードのコマンド Lambda 関数は、CQRS\Command Microservice\CustomerCQRS
\Command Microservice\Rewardおよびフォルダーにあります。これらには次の Lambda プロジェク
トが含まれています。

• カスタマーコマンド:CommandCreateLambdaCommandDeleteLambda、、CommandUpdateLambda
• 報酬コマンド:CommandAddRewardLambdaとCommandRedeemRewardLambda

顧客と特典の Lambda 関数のクエリは、CQRS\Query Microservice\CustomerCQRS
\QueryMicroservice\Rewardおよびフォルダーにあります。QueryCustomerListLambdaこれらに
はとQueryRewardLambda Lambda プロジェクトが含まれています。

CQRS テストプロジェクト
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CQRS\Testsテストプロジェクトはフォルダーの下にあります。このプロジェクトには、CQRS Lambda 
関数のテストを自動化するテストスクリプトが含まれています。

AWS サービスを使用したイベントソーシング

以下の Lambda イベントハンドラーは、カスタマーストリームと Reward DynamoDB ストリームによって
起動され、クエリテーブル内のデータを処理および同期します。

• EventSourceCustomerLambda 関数はカスタマーテーブル (cqrses-customer-cmd) DynamoDB ス
トリームにマップされます。

• EventSourceRewardLambda 関数はリワードテーブル (cqrses-reward-cmd) DynamoDB ストリー
ムにマップされます。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

その他のパターン
• AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用して Amazon EKS でコンテナアプリケーションにプ

ライベートにアクセスする (p. 208)
• AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化す

る (p. 1153)
• 以下を使用して移行戦略の特定と計画を自動化します AppScore (p. 1239)
• CI/CD パイプラインを使用して Java アプリケーションを自動的にビルドして Amazon EKS にデプロイ

する (p. 236)
• AWS CDK を使用して、マイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動

的に構築します (p. 719)
• サーバーレスアプローチで AWS のサービスを連結 (p. 2644)
• Micro Focusを使用して、複雑なレコードレイアウトのメインフレームデータファイルを変換 (p. 1486)
• HashiCorp Packer CodePipeline を使用してパイプラインと AMI を作成する (p. 757)
• を使用してパイプラインを作成し、アーティファクト更新をオンプレミスの EC2 インスタンスにデプロ

イします。 CodePipeline (p. 762)
• Amazon EKS クラスターをデプロイおよびデバッグする (p. 307)
• Elastic Beanstalk を使用してコンテナをデプロイする (p. 327)
• コンテナイメージで Lambda 関数をデプロイする (p. 280)
• PostgreSQL と互換性のある Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレートす

る (p. 1279)
• Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して、Amazon RDS for Oracle Amazon RDS から 

PostgreSQL 用 Amazon RDS に段階的に移行します。 (p. 1283)
• 複数の AWS アカウントと AWS リージョンで AWS Service Catalog 製品を管理 (p. 1204)
• AWS メンバーアカウントを AWS Organizations から AWS Control Tower に移行 (p. 1209)
• Precisely からのConnect を使用して VSAM ファイルを Amazon RDS または Amazon MSK に移行およ

びレプリケートします (p. 1343)
• AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server に移行する (p. 1430)
• AWS App2Container で生成された Docker イメージを最適化 (p. 348)
• Amazon ECS Anywhere を使用して Amazon ECS WorkSpaces タスクをアマゾンで実行する (p. 381)
• Amazon S3 に Helm v3 チャートリポジトリをセットアップする (p. 869)
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その他のパターン

• マルチリージョン、マルチアカウントの組織で AWS CloudFormation ドリフト検知を設定 (p. 1186)
• 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する (p. 1993)
• SAP ペースメーカークラスターを ENSA1 から ENSA2 にアップグレード (p. 1036)
• CloudEndure オンプレミスデータベースのディザスタリカバリに使用 (p. 2736)
• Account Factory for Terraform (AFT) をローカルで検証 (p. 1054)
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AWS Transit Gateway のピアリングを自動化

ネットワーク
トピック

• AWS Transit Gateway を使用してリージョン間ピアリングの設定を自動化する (p. 2246)
• AWS Transit Gateway を使用してネットワーク接続を一元化 (p. 2250)
• プライベートネットワーク経由でアプリケーション移行サービスのデータプレーンとコントロールプ

レーンにConnect (p. 2254)
• AWS CloudFormation カスタムリソースと Amazon SNS を使用して Infoblox オブジェクトを作成す

る (p. 2263)
• AWS Network Firewall 用 Amazon CloudWatch アラートをカスタマイズ (p. 2271)
• DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホストゾーンに一括移行する (p. 2282)
• F5 から AWS のApplication Load Balancer に移行するときに HTTP ヘッダーを変更する (p. 2287)
• 複数の VPC から中央の AWS サービスエンドポイントにプライベートにアクセスする (p. 2291)
• AWS Organizations を使用してTransit Gateway の添付ファイルに自動的にタグを付ける (p. 2298)
• ELB ロードバランサーに TLS 終了が必要であることを確認する (p. 2304)
• その他のパターン (p. 2308)

AWS Transit Gateway を使用してリージョン間ピア
リングの設定を自動化する

作成者:ラム・カンダスワミー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: ネットワーク; ハ
イブリッドクラウド

AWS サービス: AWS Transit 
Gateway、AWS Step 
Functions、AWS Lambda

概要
AWS Transit Gateway は、中央のハブを介して仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネット
ワークを接続します。Transit Gateway トラフィックは常にグローバルなAmazon Web Services (AWS) 
バックボーンに留まり、パブリックインターネットを経由しないため、一般的なエクスプロイトや分散型
サービス拒否 (DDoS) 攻撃などの脅威ベクトルが軽減されます。

2 つ以上の AWS リージョン間で通信する必要がある場合は、リージョン間Transit Gateway ピアリング
を使用して、異なるリージョンのトランジットゲートウェイ間でピアリング接続を確立できます。ただ
し、Transit Gateway を使用してリージョン間ピアリングを手動で設定するのは、複数の手順を伴う時間の
かかるプロセスです。このパターンにより、コードを使用してピアリングを実行することにより、これら
の手動手順を自動化できます。マルチリージョンの組織セットアップ中に複数のリージョンと AWS アカ
ウントを繰り返し設定する必要がある場合は、この方法を使用できます。

このパターンでは、AWS CloudFormation Step FAWS Step Functions ワークフロー、AWS Lambda 関
数、AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および Amazon CloudWatch Logs のロググ
ループを含む AWS スタックを使用します。その後、Step Functions の実行を開始し、トランジットゲー
トウェイのリージョン間ピアリング接続を作成できます。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 既存の Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケット。
• リクエスト元リージョンとアクセプターリージョンで作成および設定されたトランジットゲートウェ

イ。リクエスタリージョンはピアリングリクエストの発信元であり、アクセプターリージョンはピアリ
ングリクエストを受け入れます。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの 「VPC ピアリング接
続の作成と使用」をご参照ください。

• アクセプターリージョンとリクエスタリージョンにインストールおよび設定された VPC。VPC を作成
する手順については、Amazon VPC ドキュメントの「Amazon VPC 入門ガイド」の「VPC の作成」を
参照してください。

• VPCaddToTransitGatewaytrue はタグと値を使用する必要があります。
• 要件に応じて設定された VPC のセキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト 

(ACL)。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「VPC のセキュリティグループとネットワーク
ACL」を参照してください。

AWS リージョンと制限事項

• 特定の AWS リージョンのみがリージョン間ピアリングをサポートしています。リージョン間ピアリン
グをサポートするリージョンの全リストについては、AWS Transit Gateway のよくある質問を参照して
ください。

• 添付のサンプルコードでは、リクエスタリージョンはをus-east-2、us-west-2アクセプターリー
ジョンはと想定しています。異なるリージョンを設定する場合は、すべての Python ファイルでこれ
らの値を編集する必要があります。3 つ以上のリージョンを含む複雑な設定を実装するには、Step 
Function を変更して、リージョンをパラメーターとして Lambda 関数に渡し、その組み合わせごとに関
数を実行します。

アーキテクチャ

この図表に示す内容は以下のステップです。

1. ユーザーが AWS CloudFormation スタックを作成します。
2. AWS CloudFormation は、Lambda 関数を使用する Step Functions ステートマシンを作成します。詳細

については、AWS Step Functions ドキュメントの「Lambda を使用する Step Functions ステートマシ
ンの作成」を参照してください。

3. Step Functions ピアリング用の Lambda 関数を呼び出します。 
4. Lambda 関数は、トランジットゲートウェイ間のピアリング接続を作成します。
5. Step Functions は、ルートテーブルを変更するために Lambda 関数を呼び出します。
6. Lambda 関数は、VPC のクラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) ブロックを追加してルートテーブ

ルを変更します。

Step Functions ワークフロー

この図表に示す内容は以下のStep Functions ワークフローを示しています。
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Tools

1. Step Functions ワークフローは、トランジットゲートウェイピアリングの Lambda 関数を呼び出しま
す。 

2. 1分間待つタイマーコールがあります。
3. ピアリングステータスが取得され、条件ブロックに送信されます。ループ処理はブロックが行います。 
4. 成功条件が満たされない場合、ワークフローはタイマーステージに入るようコード化されます。 
5. 成功条件が満たされると、Lambda 関数が呼び出されてルートテーブルが変更されます。この呼び出し

の後、Step Functions ワークフローは終了します。

Tools
• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデリングと設定を支援するサー

ビスです。
• Amazon CloudWatch CloudWatch Logs — Logs は、使用中のすべてのシステム、アプリケーショ

ン、AWS のサービスからのログを、一元管理するのに役立ちます。
• AWS Identity and Access Management (IAM) — IAM は、AWS のサービスへのアクセスをセキュアに制

御するためのウェブサービスです。
• AWS Lambda — Lambda は可用性の高いコンピューティングインフラストラクチャでコードを実行し、

コンピューティングリソースの管理をすべて担当します。
• AWS Step Functions — Step Functions により、分散アプリケーションのコンポーネントを視覚的な

ワークフローの一連のステップとして簡単に編成できます。 

エピック
ピアリングを自動

タスク 説明 必要なスキル

添付ファイルを S3 バケットに
アップロードします。

AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
S3 コンソールを開い
て、、modify-transit-
gateway-routes.zip、peer-
transit-gateway.zipget-
transit-gateway-peering-
status.zipファイル (添付) を 
S3 バケットにアップロードしま
す。

一般的な AWS

AWS CloudFormation スタックを
作成します。

以下のコマンドを実行し
て、transit-gateway-
peering.jsonファイル (添付) 
を使用して AWS CloudFormation 
スタックを作成します。

aws cloudformation 
create-stack --stack-
name myteststack --
template-body file://
sampletemplate.json

AWS CloudFormation スタック
は、Step Functions ワークフ

DevOps エンジニア
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ロー、Lambda 関数、IAM ロー
ル、 CloudWatch およびロググ
ループを作成します。

AWS CloudFormation テンプレー
トが、以前にアップロードした
ファイルを含む S3 バケットを参
照していることを確認してくだ
さい。

[Note:] (メモ:) AWS 
CloudFormation コンソールを
使用してスタックを作成する
こともできます。詳細について
は、AWS CloudFormation ドキュ
メントの「AWS CloudFormation 
コンソールでのスタックの作
成」を参照してください。

Step Functions 内の新しい実行を
スタートします。

Step Functions コンソールを開
き、新しい実行をスタートしま
す。Step Functions は Lambda 
関数を呼び出し、トランジット
ゲートウェイのピアリング接続
を作成します。入力 JSON ファ
イルは不要です。アタッチメン
トが使用可能で、接続タイプが
ピアリングであることを確認し
ます。

詳細については、AWS Steps 
Functions ドキュメントの「AWS 
Step Functions 入門」の「新しい
実行を開始する」を参照してく
ださい。

DevOps エンジニア、一般 AWS

ルートテーブル内のルートを確
認します。

リージョン間ピアリングは、ト
ランジットゲートウェイ間で
確立されます。ルートテーブル
は、ピアリージョン VPC の IPv4 
CIDR ブロック範囲で更新されま
す。 

Amazon VPC コンソールを開
き、トランジットゲートウェイ
アタッチメントに対応するルー
トテーブルの [アソシエーション] 
タブを選択します。ピアリング
されたリージョンの VPC CIDR 
ブロック範囲を確認します。 

詳細な手順と手順について
は、Amazon VPC ドキュメント
の「トランジットゲートウェイ
ルートテーブルの関連付け」を
参照してください。

ネットワーク管理者
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関連リソース

関連リソース
• Step Functions での実行
• トランジットゲートウェイピアリングアタッチメント
• AWS トランジットゲートウェイを使用した AWS リージョン間の VPC の相互接続-デモ (ビデオ)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Transit Gateway を使用してネットワーク接続
を一元化

Mydhili Palagummi (AWS) とNikhil Marrapu (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:ネットワーク AWS サービス:AWS Transit 
Gateway、アマゾン VPC

概要
このパターンは、AWS Transit Gateway を使用してオンプレミスネットワークを AWS リージョン内の複
数の AWS アカウントにある仮想プライベートクラウド (VPC) に接続できる最も単純な構成を示していま
す。この設定を使用すると、リージョン内の複数の VPC ネットワークとオンプレミスネットワークを接続
するハイブリッドネットワークを確立できます。これは、トランジットゲートウェイとオンプレミスネッ
トワークへの仮想プライベートネットワーク (VPN) 接続を使用することで実現されます。

前提条件と制限
前提条件

• AWS Organizations の組織のメンバーアカウントとして管理される、ネットワークサービスをホストす
るためのアカウント

• VPC (クラスレスのドメイン間ルーティング) ブロックが重複しない、複数の AWS アカウントの CIDR 
(CIDR) ブロックが重複しない)

機能制限

このパターンでは、特定の VPC またはオンプレミスネットワーク間のトラフィックの分離はサポートさ
れません。トランジットゲートウェイに接続されているすべてのネットワークが相互にアクセスできるよ
うになります。トラフィックを分離するには、トランジットゲートウェイでカスタムルートテーブルを使
用する必要があります。このパターンでは、最も簡単な構成である 1 つのデフォルトトランジットゲート
ウェイルートテーブルを使用して VPC とオンプレミスネットワークのみを接続します。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック
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Tools

• AWS Transit Gateway
• AWS Site-to-Site VPN
• VPC
• AWS Resource Access Manager (AWS RAM)

ターゲットアーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用すると、AWS アカウント、組織単位、または 
AWS 組織の組織全体でリソースを安全に共有できます。

• AWS Transit Gateway は、仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネットワークを接続する中
央ハブです。

叙事詩
ネットワークサービスアカウントにトランジットゲートウェイを作成する

タスク 説明 必要なスキル

トランジットゲートウェイを作
成します。

ネットワークサービスをホスト
する AWS アカウントで、対象の 
AWS リージョンにトランジット
ゲートウェイを作成します。手
順については、「トランジット
ゲートウェイの作成」を参照し
てください。次の点に注意して
ください。

• [デフォルトルートテーブルア
ソシエーション] を選択しま
す。

• 「デフォルト・ルート表伝
達」を選択します。

ネットワーク管理者

Transit Gateway をオンプレミスネットワークConnect

タスク 説明 必要なスキル

VPN 接続用のカスタマーゲート
ウェイデバイスを設定します。

カスタマーゲートウェイデバイ
スは、Transit Gateway とオンプ
レミスネットワークの間の Site-
to-Site VPN 接続のオンプレミス
側に接続されます。詳細につい

ネットワーク管理者
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https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-transit-gateways.html#create-tgw
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ては、AWS Site-to-Site VPN ド
キュメントの「カスタマーゲー
トウェイデバイス」を参照し
てください。サポートされてい
るオンプレミスの顧客デバイス
を特定または起動し、そのパブ
リック IP アドレスを書き留め
ておきます。VPN 設定はこのエ
ピックの後半で完了します。

ネットワークサービスアカウン
トで、トランジットゲートウェ
イへの VPN アタッチメントを作
成します。

接続を設定するには、トラン
ジットゲートウェイの VPN ア
タッチメントを作成します。手
順については、「トランジット
ゲートウェイ VPN アタッチメン
ト」を参照してください。

ネットワーク管理者

オンプレミスネットワーク内の
カスタマーゲートウェイデバイ
スに VPN を設定します。

トランジットゲートウェイに関
連付けられたSite-to-Site VPN 接
続の設定ファイルをダウンロー
ドし、カスタマーゲートウェイ
デバイスの VPN 設定を設定し
ます。手順については、「構成
ファイルのダウンロード」を参
照してください。

ネットワーク管理者

ネットワークサービスアカウントのトランジットゲートウェイを他の AWS アカ
ウントまたは組織と共有する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Organizations 管理アカウ
ントで、共有を有効にします。

トランジットゲートウェイを組
織または特定の組織部門と共有
するには、AWS Organizations 
で共有を有効にします。それ
以外の場合は、アカウントご
とにトランジットゲートウェイ
を個別に共有する必要がありま
す。手順については、「AWS 
Organizations 内でのリソース共
有を有効にする」を参照してく
ださい。

AWS システム管理者

ネットワークサービスアカウン
トにトランジットゲートウェイ
リソース共有を作成します。

組織内の他の AWS アカウント
の VPC がトランジットゲート
ウェイに接続できるようにする
には、ネットワークサービスア
カウントで AWS RAM コンソー
ルを使用してトランジットゲー
トウェイリソースを共有しま
す。手順については、「リソー
ス共有の作成」を参照してくだ
さい。

AWS システム管理者
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https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/your-cgw.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/your-cgw.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-vpn-attachments.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-vpn-attachments.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-vpn-attachments.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/SetUpVPNConnections.html#vpn-download-config
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/SetUpVPNConnections.html#vpn-download-config
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/getting-started-sharing.html#getting-started-sharing-orgs
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/getting-started-sharing.html#getting-started-sharing-orgs
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/getting-started-sharing.html#getting-started-sharing-orgs
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/getting-started-sharing.html#getting-started-sharing-create
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/getting-started-sharing.html#getting-started-sharing-create
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VPC をトランジットゲートウェイConnect する

タスク 説明 必要なスキル

個々のアカウントに VPC アタッ
チメントを作成します。

トランジットゲートウェイが共
有されているアカウントで、ト
ランジットゲートウェイ VPC ア
タッチメントを作成します。手
順については、「VPC へのトラ
ンジットゲートウェイアタッチ
メントの作成」を参照してくだ
さい。

ネットワーク管理者

VPC アタッチリクエストを受け
入れます。

ネットワークサービスアカウン
トで、トランジットゲートウェ
イ VPC アタッチリクエストを受
け入れます。手順については、
「共有添付ファイルを承認す
る」を参照してください。

ネットワーク管理者

ルーティングを設定する

タスク 説明 必要なスキル

個々のアカウントの VPC にルー
トを設定します。

個々のアカウント VPC ごと
に、Transit Gateway をターゲッ
トとしてオンプレミスネット
ワークと他の VPC ネットワーク
へのルートを追加します。手順
については、「ルートテーブル
のルートの追加と削除」を参照
してください。

ネットワーク管理者

トランジットゲートウェイルー
トテーブルにルートを設定しま
す。

VPC と VPN 接続からのルートが
伝達され、トランジットゲート
ウェイのデフォルトルートテー
ブルに表示されるはずです。必
要に応じて、トランジットゲー
トウェイのデフォルトルート
テーブルに静的ルート (静的 VPN 
接続の静的ルートなど) を作成し
ます。手順については、「静的
ルートの作成」を参照してくだ
さい。

ネットワーク管理者

セキュリティグループとネット
ワークアクセスコントロールリ
スト (ACL) ルールを追加しま
す。

VPC 内の EC2 インスタンスや
その他のリソースについては、
セキュリティグループルールと
ネットワーク ACL ルールが VPC 
とオンプレミスネットワーク間
のトラフィックを許可してい
ることを確認します。手順につ
いては、「セキュリティグルー
プを使用してリソースへのト
ラフィックを制御する」および

ネットワーク管理者
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-vpc-attachments.html#create-vpc-attachment
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-vpc-attachments.html#create-vpc-attachment
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-vpc-attachments.html#create-vpc-attachment
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-transit-gateways.html#tgw-accept-shared-attachment
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-transit-gateways.html#tgw-accept-shared-attachment
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/WorkWithRouteTables.html#AddRemoveRoutes
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/WorkWithRouteTables.html#AddRemoveRoutes
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-route-tables.html#tgw-create-static-route
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-route-tables.html#tgw-create-static-route
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#AddRemoveRules
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#AddRemoveRules
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#AddRemoveRules
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タスク 説明 必要なスキル
「ACL にルールを追加および削
除する」を参照してください。

テスト接続

タスク 説明 必要なスキル

VPC 間の接続をテストします。 ネットワーク ACL とセキュリ
ティグループがインターネッ
ト制御メッセージプロトコル 
(ICMP) トラフィックを許可して
いることを確認してから、VPC 
内のインスタンスから、同じく
トランジットゲートウェイに接
続されている別の VPC に ping 
を送信します。

ネットワーク管理者

VPC とオンプレミスネットワー
ク間の接続をテストします。

ネットワーク ACL ルール、セ
キュリティグループルール、お
よびファイアウォールが ICMP 
トラフィックを許可しているこ
とを確認してから、オンプレミ
スネットワークと VPC の EC2 
インスタンス間で ping を送信し
ます。VPNUP 接続を状態にする
には、まずオンプレミスネット
ワークからネットワーク通信を
開始する必要があります。

ネットワーク管理者

関連リソース
• スケーラブルで安全なマルチ VPC AWS ネットワークインフラストラクチャの構築 (AWS ホワイトペー

パー)
• 共有リソースの使用 (AWS RAM ドキュメント)
• トランジットゲートウェイの使用 (AWS Transit Gateway ドキュメント)

プライベートネットワーク経由でアプリケーション
移行サービスのデータプレーンとコントロールプ
レーンにConnect

ディピン・ジェイン (AWS) とマイク・クズネツォフ (AWS) が作成

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: ネットワーク; 移
行

AWS サービス: AWS アプリケー
ション移行サービス、Amazon 
EC2、Amazon VPC、Amazon 
S3
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html#Rules
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html#Rules
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/building-a-scalable-and-secure-multi-vpc-aws-network-infrastructure.pdf
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/working-with.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/working-with-transit-gateways.html
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概要

概要
このパターンは、インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、プライベートで安全なネットワーク
上の AWS Application Migration Service (AWS MGN) データプレーンとコントロールプレーンに接続する
方法を説明しています。

アプリケーションMigration Service は、アプリケーションを AWS に簡単化、迅速化、移行するコス
トを削減する、高度に自動化された lift-and-shift (リホスト) ソリューションです。これにより、企業
は、互換性の問題、パフォーマンスの中断、または長いカットオーバーウィンドウなしに、多数の物理
サーバー、仮想サーバー、またはクラウドサーバーを再ホストできます。アプリケーションMigration 
Service は AWS マネジメントコンソールから使用できます。これにより、他の AWS、Amazon、Amazon 
CloudWatch、AWS Identity and Access Management (IAM) などの他の AWS サービスとシームレス統合で
きます。 CloudTrail

アプリケーション移行サービスの AWS VPN サービス、AWS Direct Connect、または VPC ピアリング
を使用して、ソースデータセンターからデータプレーン、つまりターゲット VPC のデータレプリケー
ションのステージングエリアとして機能するサブネットにプライベート接続で接続できます。AWS 
PrivateLink が提供するインターフェイス VPC エンドポイントを使用して、プライベートネットワーク経
由で Application Migration Service コントロールプレーンに接続することもできます。 

前提条件と制限
前提条件

• ステージングエリアサブネット — Application Migration Service を設定する前に、ソースサーバーから 
AWS に複製されるデータのステージングエリアとして使用するサブネット (つまり、データプレーン) 
を作成します。アプリケーション移行サービスコンソールに初めてアクセスするときに、このサブネッ
トをレプリケーション設定テンプレートで指定する必要があります。レプリケーション設定テンプレー
トでは、特定のソースサーバーのこのサブネットをオーバーライドできます。AWS アカウントには既存
のサブネットを使用できますが、この目的のために新しい専用サブネットを作成することをお勧めしま
す。

• ネットワーク要件 — ステージングエリアサブネット内の Application Migration Service<region> に
よって起動されるレプリケーションサーバーは、https://mgn.<region>.amazonaws.com/にある
アプリケーション移行サービス API エンドポイントにデータを送信できる必要があります。このエンド
ポイントには、レプリケーション先の AWS リージョンのコードが記載されています (例、https://
mgn.us-east-1.amazonaws.com)。アプリケーションMigration Simple Storage Service (Amazon S3) 
サービスの URL は、アプリケーションMigration Service (Amazon S3) のサービス URL が必要です。
• AWS Replication Agent インストーラは、アプリケーション移行サービスで使用している AWS リー

ジョンの S3 バケット URL にアクセスできる必要があります。
• ステージングエリアのサブネットは Amazon S3 にアクセスできる必要があります。
• AWS Replication Agent がインストールされているソースサーバーは、ステージングエリアサブネッ

トのレプリケーションサーバーと、にあるアプリケーション移行サービス API エンドポイントにデー
タを送信できる必要がありますhttps://mgn.<region>.amazonaws.com/。

次の表では必要なポートを示します。

ソース 送信先 ポート 詳細については、以下を
参照してください。

ソースデータセンター Amazon S3 サービスの 
URL

443 (TCP) TCP ポート 443 経由の
通信

ソースデータセンター アプリケーション移行
サービスの AWS リー

443 (TCP) TCP ポート 443 を介し
たソースサーバーとアプ
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/template-vs-server.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/template-vs-server.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#TCP-443
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#TCP-443
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Source-Manager-TCP-443
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Source-Manager-TCP-443
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アーキテクチャ

ジョン固有のコンソール
アドレス

リケーション移行サービ
ス間の通信

ソースデータセンター ステージングエリアのサ
ブネット

1500 (TCP) TCP ポート 1500 を介
したソースサーバーと
ステージングエリアサブ
ネット間の通信

ステージングエリアのサ
ブネット

アプリケーション移行
サービスの AWS リー
ジョン固有のコンソール
アドレス

443 (TCP) TCP ポート 443 を介し
たステージングエリア
サブネットとアプリケー
ション移行サービス間の
通信

ステージングエリアのサ
ブネット

Amazon S3 サービスの 
URL

443 (TCP) TCP ポート 443 経由の
通信

ステージングエリアのサ
ブネット

サブネットの AWS リー
ジョンの Amazon EC2 
エンドポイント

443 (TCP) TCP ポート 443 経由の
通信

機能制限

アプリケーション移行サービスは現在、すべての AWS リージョンとオペレーティングシステムで利用で
きるわけではありません。

• サポートされている AWS リージョン
• サポートされるオペレーティングシステム

アーキテクチャ
次の図は、一般的な移行のネットワークアーキテクチャを示しています。このアーキテクチャの詳細に
ついては、アプリケーション移行サービスのドキュメントと、アプリケーション移行サービスのサービス
アーキテクチャとネットワークアーキテクチャのビデオを参照してください。

以下の詳細ビューは、Amazon S3 とアプリケーション移行サービスを接続するためのステージングエリア 
VPC のインターフェイス VPC エンドポイントの設定を示しています。

Tools
• AWS アプリケーションMigration Service は、AWS でのアプリケーションの再ホストを簡素化、迅速

化、自動化することでアプリケーションの再ホストを簡素化、迅速化、AWS します。
• インターフェイス VPC エンドポイントを使用すると、インターネットゲートウェイ、NAT デバイ

ス、VPN 接続、または AWS Direct Connect PrivateLink 接続を必要とせずに、AWS が提供するサービ
スに接続できます。VPC のインスタンスは、サービスのリソースと通信するためにパブリック IP アド
レスを必要としません。VPC と他の のサービス間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れませ
ん。
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https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Source-Manager-TCP-443
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Source-Manager-TCP-443
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Communication-TCP-1500
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Communication-TCP-1500
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Communication-TCP-1500
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Communication-TCP-1500
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Communication-TCP-443-Staging
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Communication-TCP-443-Staging
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Communication-TCP-443-Staging
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Communication-TCP-443-Staging
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#Communication-TCP-443-Staging
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#TCP-443
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#TCP-443
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#TCP-443
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Requirements.html#TCP-443
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/supported-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Supported-Operating-Systems.html
https://youtu.be/ao8geVzmmRo
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Settings-Video.html
https://youtu.be/ao8geVzmmRo
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/Network-Settings-Video.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-application-migration-service.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html
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叙事詩
アプリケーションマイグレーションサービス、Amazon EC2、Amazon S3 のエン
ドポイントを作成する

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーション移行サービス
のインターフェイスエンドポイ
ントを設定します。

ソースデータセンターとステー
ジングエリア VPC は、ターゲッ
トのステージングエリア VPC で
作成したインターフェイスエン
ドポイントを介して Application 
Migration Service コントロール
プレーンにプライベートに接続
します。エンドポイントを作成
するには：

1. Amazon VPC コ
ンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
vpc/) を開きます。

2. ナビゲーションペイン
で、[Endpoints]、[Create 
Endpoint] の順に選択します。

3. [Service category] で、[AWS 
services] を選択します。

4. [サービス名] に、と入力しま
すcom.amazonaws.<region>.mgn。[Type]
(タイプ) で、[Interface] (イン
ターフェイス) を選択します。

5. [VPC] で、ターゲットステー
ジング領域 VPC を選択してエ
ンドポイントを作成します。 

6. [Subnets] (サブネット) で、エ
ンドポイントネットワークイ
ンターフェイスを作成する先
のサブネット (アベイラビリ
ティーゾーン) を選択します。

7. インターフェイスエンドポイ
ントのプライベート DNS を有
効にするには、[その他の設定] 
で [Enable DNS Name] (DNS 
名を有効にする) を選択しま
す。

8. TCP 443 経由でステージング
エリア VPC サブネットからの
侵入を許可するセキュリティ
グループを選択します。

9. [Create endpoint] (エンドポイ
ントの作成) を選択します。

詳細については、Amazon VPC 
ドキュメントの「インターフェ

マイグレーションリード
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https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html
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タスク 説明 必要なスキル
イス VPC エンドポイント」を参
照してください。

Amazon EC2 のインターフェ
イスエンドポイントを設定しま
す。

ステージングエリア VPC は、
ターゲットのステージングエリ
ア VPC で作成したインターフェ
イスエンドポイントを介して 
Amazon EC2 API にプライベー
トに接続します。エンドポイン
トを作成するには、前のストー
リーで説明した手順に従ってく
ださい。

• サービス名には、と入力しま
すcom.amazonaws.<region>.ec2。[Type]
(タイプ) で、[Interface] (イン
ターフェイス) を選択します。

• セキュリティグループは、ス
テージングエリア VPC サブ
ネットからのインバウンド 
HTTPS トラフィックをポート 
443 経由で許可する必要があり
ます。

• [その他の設定] セクションで、
[DNS 名を有効にする] を選択
します。

マイグレーションリード
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 のインターフェイス
エンドポイントを設定します。

ソースデータセンターとステー
ジングエリア VPC は、ターゲッ
トのステージングエリア VPC で
作成したインターフェイスエン
ドポイントを介して Amazon S3 
API にプライベートに接続しま
す。エンドポイントを作成する
には、最初のストーリーで説明
されている手順に従ってくださ
い。

• [サービス名] に、と入力しま
すcom.amazonaws.<region>.s3。[Type]
(タイプ) で、[Interface] (イン
ターフェイス) を選択します。

• VPC セキュリティグループ
は、ステージングエリア VPC 
サブネットからのインバウン
ド HTTPS トラフィックをポー
ト 443 経由で許可する必要が
あります。

• [その他の設定] セクションで、
[DNS 名を有効にする] をオフ
にします。Amazon S3 イン
ターフェイスエンドポイント
は、プライベート DNS 名をサ
ポートしていません。 

[Note:] (メモ:) ゲートウェイエン
ドポイントの接続を、VPC から
延長することはできないため、
インターフェイスエンドポイン
トを使用します。(詳細について
は、Amazon VPC のドキュメン
トを参照してください。)

マイグレーションリード
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 ゲートウェイエンド
ポイントを設定します。

設定段階では、レプリケーショ
ンサーバーは S3 バケットに接
続して AWS Replication Server 
のソフトウェアアップデートを
ダウンロードする必要がありま
す。ただし、Amazon S3 イン
ターフェイスエンドポイントは
プライベート DNS 名をサポート
していないため、 Amazon S3 エ
ンドポイント DNS 名をレプリ
ケーションサーバーに提供する
方法はありません。 

この問題を軽減するには、ス
テージングエリアサブネットが
属する VPC に Amazon S3 ゲー
トウェイエンドポイントを作成
し、ステージングサブネットの
ルートテーブルを関連するルー
トで更新します。詳細について
は、AWS PrivateLink ドキュメン
トの「ゲートウェイエンドポイ
ントの作成」を参照してくださ
い。

クラウド管理者

エンドポイントのプライベート 
DNS 名を解決するようにオンプ
レミス DNS を設定します。

アプリケーション移行サービス
と Amazon EC2 のインターフェ
イスエンドポイントには、VPC 
で解決できるプライベート DNS 
名があります。ただし、これら
のインターフェイスエンドポイ
ントのプライベート DNS 名を解
決するようにオンプレミスサー
バーを構成する必要もありま
す。

これらのサーバーを設定するに
は複数の方法があります。この
パターンでは、オンプレミスの 
DNS クエリをステージングエ
リア VPC の Amazon Route 53 
Resolver インバウンドエンドポ
イントに転送することでこの機
能をテストしました。詳細につ
いては、Route 53 のドキュメン
トの VPC とネットワークの間に
おける DNS クエリの解決を参照
してください。

マイグレーションエンジニア
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叙事詩

プライベートリンク経由でアプリケーション移行サービスのコントロールプレー
ンConnect する

タスク 説明 必要なスキル

AWS を使用して AWS 
PrivateLink レプリケーション
エージェントをインストールし
ます。

1. AWS レプリケーションエー
ジェントをターゲットリー
ジョンのプライベート S3 バ
ケットにダウンロードしま
す。

2. 移行するソースサーバー
にログインします。AWS 
Replication Agent インストー
ラには、アプリケーション移
行サービスと Amazon S3 エ
ンドポイントへのネットワー
クアクセスが必要です。オ
ンプレミスネットワークは 
Application Migration Service 
と Amazon S3 パブリックエン
ドポイントに開放されていな
いため、前のステップで作成
したインターフェイスエンド
ポイントを使用して AWS を
使用してエージェントをイン
ストールする必要があります 
PrivateLink。

Linux の例を示します。

1. 以下のコマンドを使用して 
Agent をダウンロードします。

wget -O ./aws-replication-
installer-init.py \  
https://aws-application-
migration-service-
<aws_region>.bucket.<s3-
endpoint-DNS-name>/latest/
linux/aws-replication-
installer-init.py

注:bucketは Amazon S3 イン
ターフェイスエンドポイント 
DNS 名の前に追加する必要があ
る静的キーワードです。詳細に
ついては、Amazon S3 のドキュ
メント参照してください。

たとえば、Amazon S3 イン
ターフェイスエンドポイントの 
DNSvpce-009c8b07adb052a11-
qgf8q50y.s3.us-
west-1.vpce.amazonaws.com
名がで、AWS リージョンがの場

マイグレーションエンジニア

2261

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/privatelink-interface-endpoints.html#accessing-bucket-and-aps-from-interface-endpoints
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/privatelink-interface-endpoints.html#accessing-bucket-and-aps-from-interface-endpoints


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
合us-west-1、次のコマンドを
使用します。

wget -O ./aws-replication-
installer-init.py \
https://aws-application-
migration-service-us-
west-1.bucket.vpce-009c8b07adb052a11-
qgf8q50y.s3.us-
west-1.vpce.amazonaws.com/
latest/linux/aws-
replication-installer-
init.py

2. エージェントのインストール

• アプリケーション移行サービ
スのインターフェイスエンド
ポイントを作成したときに 
[DNS 名を有効にする] を選択
した場合は、次のコマンドを
実行します。

     sudo python3 aws-
replication-installer-
init.py \ 
     --region <aws_region> \ 
     --aws-access-key-id 
 <access-key> \ 
     --aws-secret-access-key 
 <secret-key> \ 
     --no-prompt \ 
     --s3-endpoint <s3-
endpoint-DNS-name>

• アプリケーション移行サービ
スのインターフェイスエンド
ポイントを作成したときに 
[DNS 名を有効にする] を選択
しなかった場合は、次のコマ
ンドを実行します。

     sudo python3 aws-
replication-installer-
init.py \ 
     --region <aws_region> \ 
     --aws-access-key-id 
 <access-key> \ 
     --aws-secret-access-key 
 <secret-key> \ 
     --no-prompt \ 
     --s3-endpoint <s3-
endpoint-DNS-name> \ 
     --endpoint <mgn-
endpoint-DNS-name>
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
詳細については、アプリケー
ション移行サービスのドキュメ
ントの「AWS Replication Agent 
のインストール手順」を参照し
てください。

アプリケーション移行サービ
スとの接続を確立し、AWS 
Replication Agent をインストー
ルしたら、アプリケーション移
行サービスのドキュメントの指
示に従って、ソースサーバーを
ターゲット VPC とサブネットに
移行します。

関連リソース
アプリケーション移行サービスのドキュメント

• 概念
• 移行ワークフロー
• クイックスタートガイド
• よくある質問
• [Troubleshooting] (トラブルシューティング)

その他のリソース

• AWS アプリケーション移行サービス — 技術紹介 (AWS Training and Certification チュートリアル)
• AWS アプリケーション移行サービスのアーキテクチャとネットワークアーキテクチャ (ビデオ)

追加情報
Linux サーバーへの AWS レプリケーションエージェントのインストールに関するトラブルシューティング

Amazon Linux サーバーで gcc エラーが発生した場合は、パッケージリポジトリを設定し、以下のコマン
ドを使用してください。

## sudo yum groupinstall "Development Tools"

AWS CloudFormation カスタムリソースと Amazon 
SNS を使用して Infoblox オブジェクトを作成する

ティム・サットン (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:ネットワーク ワークロード:その他すべての
ワークロード
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

AWS サービス:Amazon 
SNS、AWS、AWS 
CloudFormation KMS、AWS 
Lambda、AWS Organizations

概要
Infoblox ドメインネームシステム (DNS)、動的ホスト構成プロトコル (DHCP)、IPアドレス管理を使用す
ると、複雑なハイブリッド環境を一元管理し、効率的に制御できます。Infoblox DDIでは、同じアプライア
ンスを使用してオンプレミスとAmazon Web Services（AWS）クラウドでDNSを管理するだけでなく、す
べてのネットワーク資産を1つの信頼できるIPアドレス管理（IPAM）データベースに検出して記録できま
す。

このパターンでは、AWS CloudFormation カスタムリソースを使用して Infoblox WAPI API を呼び出して 
Infoblox オブジェクト (DNS レコードや IP アドレス管理オブジェクトなど) を作成する方法について説明
します。Infoblox WAPI の詳細については、Infoblox ドキュメントの WAPI ドキュメントを参照してくださ
い。

このパターンのアプローチを使用すると、レコードを作成してネットワークをプロビジョニングする手動
プロセスを排除できるだけでなく、AWS 環境とオンプレミス環境の DNS レコードと IP アドレス管理設
定を一元的に把握できます。このパターンのアプローチは、次のユースケースで使用できます。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを作成した後に A レコードを追加する 
• Application Load Balancer の作成後の CNAME レコードの追加
• Virtual Private Cloud (VPC) を作成した後のネットワークオブジェクトの追加
• 次のネットワーク範囲を指定し、その範囲を使用してサブネットを作成する

このパターンを拡張して、さまざまな DNS レコードタイプの追加や Infoblox vDiscovery の設定な
ど、Infoblox デバイスの他の機能を使用することもできます。 

このパターンでは、ハブが AWS クラウドまたはオンプレミスの Infoblox アプライアンスへの接続を必
要とし、AWS Lambda を使用して Infoblox API hub-and-spoke を呼び出すという設計が採用されていま
す。スポークは AWS Organizations の同じ組織の同じアカウントまたは別のアカウントにあり、AWS 
CloudFormation カスタムリソースを使用して Lambda 関数を呼び出します。

前提条件と制限
前提条件

• AWS クラウド、オンプレミス、またはその両方にインストールされ、IPAM と DNS アクションを管
理できる管理者ユーザーで構成された既存の Infoblox アプライアンスまたはグリッド。詳細について
は、Infoblox マニュアルの「管理者アカウントについて」を参照してください。 

• Infoblox アプライアンスにレコードを追加したい既存の DNS 権限ゾーン。詳細については、Infoblox マ
ニュアルの「権限のあるゾーンの設定」を参照してください。 

• AWS 組織内の 2 つのアクティブアカウント。一方のアカウントはハブアカウントで、もう一方のアカ
ウントはスポークアカウントです。

• ハブアカウントは同じ AWS リージョンに存在する必要があります。 
• ハブアカウントの VPC は、たとえば AWS Transit Gateway や VPC ピアリングを使用して Infoblox ア

プライアンスに接続する必要があります。
• サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM)。ローカルにインストールして、 AWS Cloud9 また

は AWS CloudShell で構成します。
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アーキテクチャ

• Infoblox-Hub.zipClientTest.yamlおよびファイル (添付) は、AWS SAM を含むローカル環境に
ダウンロードされます。

機能制限

• AWS CloudFormation カスタムリソースのサービストークンは、作成しているスタックと同じリージョ
ンのものである必要があります。あるリージョンで Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 
トピックを作成し、別のリージョンで Lambda 関数を呼び出すのではなく、各リージョンでハブアカウ
ントを使用することをお勧めします。

製品バージョン

• インフォボックス API バージョン 2.7

アーキテクチャ
次の図は、このパターンのワークフローを示しています。 

この図は、このパターンのソリューションに関する次のコンポーネントを示しています。

1. AWS CloudFormation カスタムリソースを使用すると、ユーザーがスタックを作成、更新、削除する
ときに AWS CloudFormation がそれを実行します。スタックを作成するときに、AWS CloudFormation 
は、EC2 インスタンスで実行しているアプリケーションが監視する SNScreate トピックにリクエス
トを送信します。

2. AWS CloudFormation カスタムリソースからの Amazon SNS 通知は、特定の AWS Key Management 
Service (AWS KMS) キーによって暗号化され、アクセスはOrganizations 内の組織内のアカウントに制
限されます。SNS トピックは Infoblox WAPI API を呼び出す Lambda リソースを起動します。

3. Amazon SNS は、Infoblox WAPI URL、ユーザー名、およびパスワード AWS Secrets Manager Amazon 
リソースネーム (ARN) を環境変数として使用する以下の Lambda 関数を呼び出します。 
• dnsapi.lambda_handler— AWS CloudFormation カスタムリソースか

らDNSNameDNSType、、DNSValueの値を受け取り、これらを使用して DNS A レコードと CNAME 
を作成します。

• ipaddr.lambda_handler— AWS CloudFormation カスタムリソースか
らVPCCIDRTypeSubnetPrefix、、Network Nameおよび値を受け取り、これらを使用してネット
ワークデータを Infoblox IP アドレス管理データベースに追加したり、新しいサブネットの作成に使用
できる次に利用可能なネットワークをカスタムリソースに提供したりします。

• describeprefixes.lambda_handler—"com.amazonaws."+Region+".s3" フィルタを使用
してdescribe_managed_prefix_lists AWS API を呼び出し、必要なものを取得しますprefix 
ID。

重要:これらの Lambda 関数は Python で記述されており、互いに似ていますが、呼び出す API は異なり
ます。

4. Infoblox グリッドは、物理、仮想、またはクラウドベースのネットワークアプライアンスとして導入で
きます。 オンプレミスで導入することも、VMware ESXi、Microsoft Hyper-V、Linux KVM、Xenなどの
さまざまなハイパーバイザーを使用して仮想アプライアンスとして導入することもできます。Infoblox 
グリッドを、Amazon マシンイメージ (AMI) を使用して AWS クラウドにデプロイすることもできま
す。

5. この図は、AWS クラウドとオンプレミスのリソースに DNS と IP アドレス管理を提供する Infoblox グ
リッドのハイブリッドソリューションを示しています。

テクノロジースタック
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Tools

• AWS CloudFormation
• IAM
• AWS KMS
• AWS Lambda
• AWS SAM
• AWS Secrets Manager
• Amazon SNS
• Amazon VPC 

Tools
• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン

グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
• AWS Identity and Access Management (IAM) は、認証と使用を許可するユーザーを制御すること

で、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データを保護するための暗号化キーの作成と管理をサ

ポートしています。
• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコ

ンピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングするため、課
金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• AWS Organizations は、作成して一元管理している複数の AWS アカウントを、統合するためのアカウ
ント管理サービスです。

• AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) 
を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができ
ます。

• Serverless Application Model (AWS SAM) は、AWS クラウドでサーバーレスアプリケーションを構築す
るのに役立つオープンソースフレームワークです。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ
ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動
するのに役立ちます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネッ
トワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットが
あります。

Code

ClientTest.yamlサンプル AWS CloudFormation テンプレート (添付) を使用して Infoblox ハブをテスト
できます。次の表のカスタムリソースを含めるように AWS CloudFormation テンプレートをカスタマイズ
できます。

Infoblox スポークのカスタムリソースを使用して A 
レコードを作成する

戻り値: 

infobloxref — インフォボックス参考文献

リソースの例:

ARECORDCustomResource: 

  Type: "Custom::InfobloxAPI" 

  Properties: 
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    ServiceToken: !Sub  
 arn:aws:sns:${AWS::Region}:
${HubAccountID}:RunInfobloxDNSFunction 

    DNSName: 'arecordtest.company.com' 

    DNSType: 'ARecord'  

    DNSValue: '10.0.0.1'

Infoblox スポークのカスタムリソースを使用して 
CNAME レコードを作成する

戻り値: 

infobloxref — インフォボックス参考文献

リソースの例:

CNAMECustomResource: 

  Type: "Custom::InfobloxAPI" 

  Properties: 

    ServiceToken: !Sub arn:aws:sns:
${AWS::Region}:${HubAccountID}:RunInfoblox  
    

    DNSFunction 

    DNSName: 'cnametest.company.com' 

    DNSType: 'cname'  

    DNSValue: 'aws.amazon.com'

Infoblox スポークのカスタムリソースを使用して
ネットワークオブジェクトを作成する

戻り値:

infobloxref — インフォボックス参考文献

network— ネットワーク範囲 (と同じVPCCIDR)

リソースの例:

VPCCustomResource: 

  Type: 'Custom::InfobloxAPI' 

  Properties: 

    ServiceToken: !Sub  
 arn:aws:sns:${AWS::Region}:
${HubAccountID}:RunInfobloxNextSubnetFunction 

    VPCCIDR: !Ref VpcCIDR 

    Type: VPC 

    NetworkName: My-VPC
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Infoblox スポークのカスタムリソースを使用して、
次に使用可能なサブネットを取得します。

戻り値:

infobloxref— インフォボックス参考文献

network — サブネットのネットワーク範囲

リソースの例:

Subnet1CustomResource: 

  Type: 'Custom::InfobloxAPI' 

  DependsOn: VPCCustomResource 

  Properties: 

    ServiceToken: !Sub  
 arn:aws:sns:${AWS::Region}:
${HubAccountID}:RunInfobloxNextSubnetFunction 

    VPCCIDR: !Ref VpcCIDR 

    Type: Subnet 

    SubnetPrefix: !Ref SubnetPrefix

NetworkName: My-Subnet

叙事詩
ハブアカウントの VPC を作成して設定する

タスク 説明 必要なスキル

Infoblox アプライアンスに接続し
て VPC を作成します。

ハブアカウントの AWS マネジ
メントコンソールにサインイン
し、AWS クイックスタートの
Amazon VPC on the AWS Cloud 
クイックスタートリファレンス
デプロイの手順に従って VPC を
作成します。

重要:VPC には Infoblox アプライ
アンスへの HTTPS 接続が必要で
す。この接続にはプライベート
サブネットを使用することをお
勧めします。

ネットワーク管理者、システム
管理者

(オプション) プライベートサブ
ネットの VPC エンドポイントを
作成します。

VPC エンドポイントは、プラ
イベートサブネットのパブリッ
クサービスへの接続を提供しま
す。以下のエンドポイントは必
須です。

• Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) のゲー
トウェイエンドポイント。こ

ネットワーク管理者、システム
管理者
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タスク 説明 必要なスキル
れにより、Lambda が AWS と
通信できるようになります。 
CloudFormation

• シークレットマネージャーと
の接続を可能にするSecrets 
Manager のインターフェース
エンドポイント

• SNS トピックと Secrets 
Manager シークレットの暗号
化を可能にする AWS KMS の
インターフェイスエンドポイ
ント

プライベートサブネット用のエ
ンドポイント作成の詳細につい
ては、Amazon VPC ドキュメン
トの「VPC エンドポイント」を
参照してください。

インフォブロックスハブを導入

タスク 説明 必要なスキル

AWS SAM テンプレートを作成
します。

1. AWS SAMunzip Infoblox-
Hub.zip を含む環境でコマン
ドを実行します。

2. cd Hub/コマンドを実行し
て、ディレクトリをそのディ
レクトリに変更しますHub。

3. sam buildコマンドを実行
して、AWS SAM テンプレー
トファイル、アプリケーショ
ンコード、および言語固有の
ファイルと依存関係を処理し
ます。sam buildこのコマン
ドは、ビルドアーティファク
トを、次のストーリーに期待
される形式と場所へのコピー
も実行します。

開発者、システム管理者

AWS SAM テンプレートをデプ
ロイします。

sam 
deploysamconfig.tomlコマ
ンドは必要なパラメータを取得
してファイルに保存し、AWS 
CloudFormation テンプレートと
Lambda関数をS3バケットに保存
し、AWS CloudFormation テンプ
レートをハブアカウントにデプ
ロイします。 

開発者、システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
次のサンプルコードは、AWS 
SAM テンプレートをデプロイす
る方法を示しています。

$ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 
        Looking for config 
 file [samconfig.toml] :  
 Found 
        Reading default 
 arguments  :  Success 
        Setting default 
 arguments for 'sam deploy' 
        
 ========================================= 
        Stack Name 
 [Infoblox-Hub]: 
        AWS Region [eu-
west-1]: 
        Parameter 
 InfobloxUsername: 
        Parameter 
 InfobloxPassword: 
        Parameter 
 InfobloxIPAddress 
 [xxx.xxx.xx.xxx]: 
        Parameter 
 AWSOrganisationID [o-
xxxxxxxxx]: 
        Parameter VPCID 
 [vpc-xxxxxxxxx]: 
        Parameter VPCCIDR 
 [xxx.xxx.xxx.xxx/16]: 
        Parameter 
 VPCSubnetID1 [subnet-xxx]: 
        Parameter 
 VPCSubnetID2 [subnet-xxx]: 
        Parameter 
 VPCSubnetID3 [subnet-xxx]: 
        Parameter 
 VPCSubnetID4 []:  
        #Shows you resources 
 changes to be deployed and 
 require a 'Y' to initiate 
 deploy 
        Confirm changes 
 before deploy [Y/n]: y 
        #SAM needs 
 permission to be able to 
 create roles to connect 
 to the resources in your 
 template
Allow SAM CLI IAM role 
 creation [Y/n]: n
Capabilities 
 [['CAPABILITY_NAMED_IAM']]: 
        Save arguments to 
 configuration file [Y/n]: y 
        SAM configuration 
 file [samconfig.toml]: 
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タスク 説明 必要なスキル
        SAM configuration 
 environment [default]: 

重要:Infobloxsamconfig.toml
のサインイン認証情報はファ
イルに保存されないため、--
guidedこのオプションは毎回使
用する必要があります。

関連リソース
• ポストマンを使って WAPI を使い始める (Infoblox ブログ)
• BYOL モデルを使用した AWS 用の VNIO のプロビジョニング (Infoblox ドキュメント)
• quickstart-aws-vpc(GitHub レポ)
• 管理対象プレフィックスリストの説明 (Python 用 AWS SDK ドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Network Firewall 用 Amazon CloudWatch ア
ラートをカスタマイズ

作成者:ジェイソン・オーウェンズ (AWS)

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: ネットワーク、セ
キュリティ、アイデンティティ
ティティティティティティティ
ティ

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: CloudWatch 
アマゾンログ、AWS Network 
Firewall、AWS CLI

概要
このパターンは、Amazon Web Services (AWS) Network Firewall によって生成される Amazon 
CloudWatch アラートをカスタマイズするのに役立ちます。定義済みのルールを使用するか、アラートの
メッセージ、メタデータ、および重大度を決定するカスタムルールを作成できます。その後、これらのア
ラートに基づいて対処したり、Amazon などの他の Amazon サービスによる応答を自動化したりできます 
EventBridge。

このパターンでは、Suricata互換のファイアウォールルールを生成します。Suricataはオープンソースの脅
威検出エンジンです。最初に簡単なルールを作成し、次にそれをテストして、 CloudWatch アラートが生
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成され、ログに記録されることを確認します。ルールのテストが成功したら、ルールを変更してカスタム
メッセージ、メタデータ、重要度を定義し、もう一度テストして更新を確認します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) が Linux、macOS、Windows ワークステーションにインス

トールおよび設定されています。詳細については、「AWS CLI の最新バージョンのインストールまたは
更新」 を参照してください。

• AWS Network Firewall がインストールされ、 CloudWatch ログを使用するように設定されています。詳
細については、「AWS Network Firewall からのネットワークトラフィックのロギング」を参照してくだ
さい。

• Network Firewall で保護されているVirtual Cloud (VPC) のプライベートサブネットにある Amazon 
Elastic Cloud (Amazon EC2) インスタンス。

製品バージョン

• AWS CLI のバージョン 1 では、1.18.180 以降を使用してください。AWS CLI バージョン 2 では、2.1.2 
以降を使用します。

• Suricata バージョン 5.0.2 の分類.config ファイル。この設定ファイルのコピーについては、「追加情
報 (p. 2281)」セクションを参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Network Firewall
• CloudWatch アマゾンログ

ターゲットアーキテクチャ

アーキテクチャ図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. プライベートサブネット内の EC2 インスタンスは、curl または Wget を使用してリクエストを行いま
す。

2. Network Firewall はトラフィックを処理し、アラートを生成します。
3. Network Firewall は、 CloudWatch ログに記録されたアラートをログに送信します。

Tools
AWS サービス

• Amazon CloudWatch では、AWS リソースや AWS でリアルタイムに実行されるアプリケーションのメ
トリクスをモニタリングすることができます。

• Amazon CloudWatch Logs により、すべてのシステム、アプリケーション、AWS サービスからのログ
を、一元管理することができます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使って AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。
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• AWS Network Firewall は、AWS クラウドのVirtual Cloud (VPC) 用のステートフルファイアウォール、
マネージドファイアウォール、および侵入検知および防止サービスです。 

その他のツールとサービス

• curl — curl はオープンソースのコマンドラインツールおよびライブラリです。
• Wget — GNU Wget は無料のコマンドラインツールです。

叙事詩
ファイアウォールルールとルールグループの作成

タスク 説明 必要なスキル

ルールを作成します。 1. テキストエディタで、ファ
イアウォールに追加する
ルールのリストを作成し
ます。各ルールは個別の
行に記述する必要がありま
す。classtypeパラメータの
値は、デフォルトの Suricata 
分類設定ファイルからのも
のです。設定ファイルの全
内容については、「追加情
報 (p. 2281)」セクションを参
照してください。以下はルー
ルの例を 2 つ示したもので
す。

alert http any any -> any 
 any (content:"badstuff"; 
 classtype:misc-activity; 
 sid:3; rev:1;)
alert http any 
 any -> any any 
 (content:"morebadstuff"; 
 classtype:bad-unknown; 
 sid:4; rev:1;)

2. custom.rulesルールをとい
う名前のファイルに保存しま
す。

AWS システム管理者、ネット
ワーク管理者

ルールグループを作成します。 AWS CLI で、次のコマンドを入
力します。これにより、ルール
グループが作成されます。

# aws network-firewall 
 create-rule-group \ 
        --rule-group-name 
 custom --type STATEFUL \ 
        --capacity 10 --
rules file://custom.rules \ 
        --tags 
 Key=environment,Value=development

AWS システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
以下に出力例を示します。
後のステップで必要になるの
でRuleGroupArn、を書き留め
ておきます。

{ 
    "UpdateToken": 
 "4f998d72-973c-490a-bed2-
fc3460547e23", 
    "RuleGroupResponse": { 
        "RuleGroupArn": 
 "arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:1234567890:stateful-
rulegroup/custom", 
        "RuleGroupName": 
 "custom", 
        "RuleGroupId": 
 "238a8259-9eaf-48bb-90af-5e690cf8c48b", 
        "Type": "STATEFUL", 
        "Capacity": 10, 
        "RuleGroupStatus": 
 "ACTIVE", 
        "Tags": [ 
            { 
                "Key": 
 "environment", 
                "Value": 
 "development" 
            } 
        ] 
    }

ファイアウォールポリシーの更新

タスク 説明 必要なスキル

ファイアウォールポリシーの 
ARN を取得します。

AWS CLI で、次のコマンドを入
力します。これにより、ファイ
アウォールポリシーの Amazon 
リソースネーム (ARN) が返され
ます。後で使用するために ARN 
を記録します。

# aws network-firewall 
 describe-firewall \ 
    --firewall-name aws-
network-firewall-anfw \ 
    --query 
 'Firewall.FirewallPolicyArn'

以下は、このコマンドによって
返される ARN の例です。

"arn:aws:network-
firewall:us-

AWS システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
east-2:1234567890:firewall-
policy/firewall-policy-anfw"

ファイアウォールポリシーを更
新します。

テキストエディタで、次のコー
ドをコピーおよび貼り付けま
す。<RuleGroupArn>前の
エピックで記録した値に置き
換えてください。firewall-
policy-anfw.json という名前
でファイルを保存します。

{ 
    
 "StatelessDefaultActions": 
 [ 
        "aws:forward_to_sfe" 
    ], 
    
 "StatelessFragmentDefaultActions": 
 [ 
        "aws:forward_to_sfe" 
    ], 
    
 "StatefulRuleGroupReferences": 
 [ 
        { 
            "ResourceArn": 
 "<RuleGroupArn>" 
        } 
    ]
}

AWS CLI で、次のコマンドを
入力します。このコマンドに
は、新しいルールを追加するた
めの更新トークンが必要です。
トークンは、ポリシーが最後に
取得してから変更されていない
ことを確認するために使用され
ます。

UPDATETOKEN=(`aws network-
firewall describe-firewall-
policy \ 
              --firewall-
policy-name firewall-policy-
anfw \ 
              --output text 
 --query UpdateToken`) 
  
 aws network-firewall 
 update-firewall-policy \ 
 --update-token $UPDATETOKEN 
 \ 
 --firewall-policy-name 
 firewall-policy-anfw \ 
 --firewall-policy file://
firewall-policy-anfw.json

AWS システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル

ポリシーの更新を確認します。 (オプション) ルールが追加された
ことを確認し、ポリシー形式を
確認するには、AWS CLI で次の
コマンドを入力します。

# aws network-firewall 
 describe-firewall-policy \ 
  --firewall-policy-name 
 firewall-policy-anfw \ 
  --query FirewallPolicy

以下に出力例を示します。

{ 
    
 "StatelessDefaultActions": 
 [ 
        "aws:forward_to_sfe" 
    ], 
    
 "StatelessFragmentDefaultActions": 
 [ 
        "aws:forward_to_sfe" 
    ], 
    
 "StatefulRuleGroupReferences": 
 [ 
        { 
            "ResourceArn": 
 "arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:1234567890:stateful-
rulegroup/custom" 
        } 
    ]
}

AWS システム管理者

テストアラート機能

タスク 説明 必要なスキル

テスト用のアラートを生成しま
す。

1. ファイアウォールサブネット
内のテストワークステーショ
ンにログインします。

2. アラートを生成するコマ
ンドを入力します。たとえ
ば、wgetまたはを使用できま
すcurl。

wget -U "badstuff" http://
www.amazon.com -o /dev/
null

AWS システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル

curl -A "morebadstuff" 
 http://www.amazon.com -
o /dev/null

アラートがログに記録されてい
ることを確認します。

1. https://
console.aws.amazon.com/
cloudwatch/ CloudWatch  でコ
ンソールを開きます

2. 正しいロググループとスト
リームに移動します。詳細
については、「 CloudWatch 
Logs に送信されたログデー
タの表示」を参照してくださ
い。CloudWatch

3. ログに記録されたイベント
が、次の例に示されているよ
うなものであることを確認し
ます。例には、アラートの関
連部分のみが表示されていま
す。

例 1

        "alert": { 
            "action": 
 "allowed", 
            
 "signature_id": 3, 
            "rev": 1, 
            "signature": 
 "", 
            "category": 
 "Misc activity", 
            "severity": 3 
        }

例 2

        "alert": { 
            "action": 
 "allowed", 
            
 "signature_id": 4, 
            "rev": 1, 
            "signature": 
 "", 
            "category": 
 "Potentially Bad 
 Traffic", 
            "severity": 2 
        }

AWS システム管理者
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ファイアウォールルールとルールグループを更新する

タスク 説明 必要なスキル

ファイアウォールルールを更新
します。

1. テキストエディタ
で、custom.rules ファイル
を開きます。

2. 最初のルールを、次のように
なります。このルールは、
ファイル内の 1 行に入力する
必要があります。

alert http any any -> 
 any any (msg:"Watch 
 out - Bad Stuff!!"; 
 content:"badstuff"; 
 classtype:misc-activity; 
 priority:2; sid:3; rev:2; 
 metadata:custom-field-2 
 Danger!, custom-field 
 More Info;)

これにより、ルールに以下の
変更が発生します。
• 署名またはアラートに関す

るテキスト情報を提供する
msg (Suricata Web サイト) 
文字列を追加します。生成
されたアラートでは、これ
はシグニチャにマップされ
ます。 

• デフォルトの優先度
(Suricata ウェブサイト) 
を 3misc-activity か
ら 2 に調整します。各種
のデフォルト値について
はclasstypes、「追加情
報 (p. 2281)」セクションを
参照してください。

• アラートにカスタムメタ
データ（Suricata Webサイ
ト）を追加します。これは
署名に追加される追加情報
です。キーバリューのペア
を使用することをお勧めし
ます。

• リビジョン（Suricataウェブ
サイト）を1から2に変更し
ます。これは、署名のバー
ジョンを表します。

AWS システム管理者

ルールグループを更新します。 AWS CLI で、次のコマンドを実
行します。ファイアウォールポ
リシーの ARN を使用してくだ
さい。これらのコマンドは更新
トークンを取得し、ルールの変

AWS システム管理者

2278

https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.1/rules/meta.html#msg-message
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.1/rules/meta.html#priority
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.1/rules/meta.html#metadata
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.1/rules/meta.html#metadata
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.1/rules/meta.html#rev-revision


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
更に応じてルールグループを更
新します。

# UPDATETOKEN=(`aws network-
firewall \ 
                describe-
rule-group \
--rule-group-arn 
 arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:123457890:stateful-
rulegroup/custom \
--output text --query 
 UpdateToken`)

 # aws network-firewall 
 update-rule-group \ 
  --rule-group-arn 
 arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:1234567890:stateful-
rulegroup/custom \
--rules file://custom.rules 
 \
--update-token $UPDATETOKEN

以下に出力例を示します。

{ 
    "UpdateToken": 
 "7536939f-6a1d-414c-96d1-
bb28110996ed", 
    "RuleGroupResponse": { 
        "RuleGroupArn": 
 "arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:1234567890:stateful-
rulegroup/custom", 
        "RuleGroupName": 
 "custom", 
        "RuleGroupId": 
 "238a8259-9eaf-48bb-90af-5e690cf8c48b", 
        "Type": "STATEFUL", 
        "Capacity": 10, 
        "RuleGroupStatus": 
 "ACTIVE", 
        "Tags": [ 
            { 
                "Key": 
 "environment", 
                "Value": 
 "development" 
            } 
        ] 
    }
}
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関連リソース

更新されたアラート機能のテスト

タスク 説明 必要なスキル

テスト用のアラートを生成しま
す。

1. ファイアウォールサブネット
内のテストワークステーショ
ンにログインします。

2. アラートを生成するコマ
ンドを入力します。たとえ
ば、curl を使用できます。

curl -A "badstuff" http://
www.amazon.com -o /dev/
null

AWS システム管理者

アラートが変更されたことを確
認します。

1. https://
console.aws.amazon.com/
cloudwatch/ CloudWatch  でコ
ンソールを開きます

2. 正しいロググループとスト
リームに移動します。

3. ログに記録されたイベント
が、次の例のようになること
を確認します。この例では、
アラートの関連部分のみが表
示されています。

"alert": { 
    "action": "allowed", 
    "signature_id": 3, 
    "rev": 2, 
    "signature": "Watch 
 out - Bad Stuff!!", 
    "category": "Misc 
 activity", 
    "severity": 2, 
    "metadata": { 
        "custom-field": [ 
            "More Info" 
        ], 
        "custom-field-2": 
 [ 
            "Danger!" 
        ] 
    }
}

AWS システム管理者

関連リソース
リファレンス:

• AWS Network Firewall から Slack チャネルにアラートを送信 (AWS Prescriptive Guidance)
• Suricata を使用した AWS での脅威防止のスケーリング (AWS ブログ記事)
• AWS Network Firewall デプロイモデル (AWS ブログ記事)
• スリカタ・メタ・キーワークス (スリカタ・ドキュメンテーション)
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追加情報

チュートリアルとビデオ

• AWS Network Firewall ワークショップ

追加情報
以下は、Suricata 5.0.2 の分類設定ファイルです。これらの分類は、ファイアウォールルールの作成時に使
用されます。

# config classification:shortname,short description,priority 
  
config classification: not-suspicious,Not Suspicious Traffic,3
config classification: unknown,Unknown Traffic,3
config classification: bad-unknown,Potentially Bad Traffic, 2
config classification: attempted-recon,Attempted Information Leak,2
config classification: successful-recon-limited,Information Leak,2
config classification: successful-recon-largescale,Large Scale Information Leak,2
config classification: attempted-dos,Attempted Denial of Service,2
config classification: successful-dos,Denial of Service,2
config classification: attempted-user,Attempted User Privilege Gain,1
config classification: unsuccessful-user,Unsuccessful User Privilege Gain,1
config classification: successful-user,Successful User Privilege Gain,1
config classification: attempted-admin,Attempted Administrator Privilege Gain,1
config classification: successful-admin,Successful Administrator Privilege Gain,1 
  
# NEW CLASSIFICATIONS
config classification: rpc-portmap-decode,Decode of an RPC Query,2
config classification: shellcode-detect,Executable code was detected,1
config classification: string-detect,A suspicious string was detected,3
config classification: suspicious-filename-detect,A suspicious filename was detected,2
config classification: suspicious-login,An attempted login using a suspicious username was 
 detected,2
config classification: system-call-detect,A system call was detected,2
config classification: tcp-connection,A TCP connection was detected,4
config classification: trojan-activity,A Network Trojan was detected, 1
config classification: unusual-client-port-connection,A client was using an unusual port,2
config classification: network-scan,Detection of a Network Scan,3
config classification: denial-of-service,Detection of a Denial of Service Attack,2
config classification: non-standard-protocol,Detection of a non-standard protocol or 
 event,2
config classification: protocol-command-decode,Generic Protocol Command Decode,3
config classification: web-application-activity,access to a potentially vulnerable web 
 application,2
config classification: web-application-attack,Web Application Attack,1
config classification: misc-activity,Misc activity,3
config classification: misc-attack,Misc Attack,2
config classification: icmp-event,Generic ICMP event,3
config classification: inappropriate-content,Inappropriate Content was Detected,1
config classification: policy-violation,Potential Corporate Privacy Violation,1
config classification: default-login-attempt,Attempt to login by a default username and 
 password,2 
  
# Update
config classification: targeted-activity,Targeted Malicious Activity was Detected,1
config classification: exploit-kit,Exploit Kit Activity Detected,1
config classification: external-ip-check,Device Retrieving External IP Address Detected,2
config classification: domain-c2,Domain Observed Used for C2 Detected,1
config classification: pup-activity,Possibly Unwanted Program Detected,2
config classification: credential-theft,Successful Credential Theft Detected,1
config classification: social-engineering,Possible Social Engineering Attempted,2
config classification: coin-mining,Crypto Currency Mining Activity Detected,2
config classification: command-and-control,Malware Command and Control Activity Detected,1
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DNS レコードを Route 53 プラ

イベートホストゾーンに一括移行

DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホ
ストゾーンに一括移行する

作成者:ラム・カンダスワミー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: ネットワーク; ク
ラウドネイティブ DevOps; イン
フラストラクチャ

AWS サービス: AWS Cloud9; 
Amazon Route 53; Amazon S3

概要
ネットワークエンジニアとクラウド管理者は、Amazon Route 53 のプライベートホストゾーンにドメイ
ンネームシステム (DNS) レコードを効率的かつ簡単に追加する方法を必要としています。Microsoft Excel 
ワークシートのエントリを Route 53 コンソールの適切な場所に手動でコピーするのは、面倒でエラーも
発生しやすいです。このパターンは、複数のレコードを追加するのに必要な時間と労力を削減する自動化
されたアプローチを表しています。また、複数のホストゾーンを作成するための反復可能な一連の手順も
用意されています。

このパターンでは、AWS Cloud9 統合開発環境 (IDE) を使用してレコードを保存できます。データを効率
的に処理するために、パターンでは JSON 形式を使用します。これは、そのシンプルさと Python 辞書 
(dictデータ型) をサポートできるためです。

[Note:] (メモ:) システムからゾーンファイルを生成できる場合は、代わりに Route 53 インポート機能を使
用することを検討してください。

前提条件と制限
前提条件

• プライベートホストゾーンのレコードを含む Excel ワークシート
• A レコード、ネーム・オーソリティ・ポインター (NAPTR) レコード、SRV レコードなど、さまざまな

タイプの DNS レコードに関する知識 (「サポートされている DNS レコードタイプ」を参照)
• Python 言語とそのライブラリに関する知識

機能制限

• このパターンでは、すべてのユースケースシナリオを網羅しているわけではありません。たとえ
ば、change_resource_record_sets 呼び出しでは、API の利用可能なプロパティがすべて使用されるわけ
ではありません。

• Excel ワークシートでは、各行の値は一意であると見なされます。各完全修飾ドメイン名 (FQDN) の複
数の値が同じ行に表示されるはずです。そうでない場合は、このパターンで提供されるコードを変更し
て、必要な連結を実行する必要があります。

• このパターンでは、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、Route 53 サービスを直接呼び出しま
す。create_stackupdate_stackおよびコマンドに AWS CloudFormation ラッパーを使用し、JSON 
値を使用してテンプレートリソースに入力するようにコードを拡張できます。

アーキテクチャ
テクノロジースタック
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Tools

• トラフィックをルーティングするための Route 53 プライベートホストゾーン
• 開発とテストのための AWS Cloud9 IDE
• 出力 JSON ファイルを保存するための Amazon S3

ワークフローは、前の図と「エピック」セクションで説明したように、次の手順で構成されています。

1. レコードセット情報を含む Excel ワークシートを S3 バケットにアップロードします。
2. Excel データを JSON 形式に変換する Python スクリプトを作成して実行します。
3. S3 バケットのレコードを読み込み、データを消去します。
4. プライベートホストゾーンにレコードセットを作成します。

Tools
• Route 53 — Amazon Route 53 は、ドメイン登録、DNS ルーティング、ヘルスチェックを処理する 

DNS ウェブサービスです。
• AWS Cloud9 — AWS Cloud9 は、リッチなコード編集エクスペリエンスを実現する IDE で、複数のプ

ログラミング言語とランタイムデバッガをサポートする豊富なコード編集エクスペリエンスを提供しま
す。また、クラウドでソフトウェアのコード作成、ビルド、実行、テスト、デバッグに使用するツール
が含まれており、ソフトウェアをクラウドにリリースするのに役立ちます。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスで
す。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量
のデータを保存および取得できます。

エピック
自動化のためのデータの準備

タスク 説明 必要なスキル

レコード用の Excel ファイルを
作成します。

現在のシステムからエクスポー
トしたレコードを使用して、完
全修飾ドメイン名 (FQDN)、レ
コードタイプ、有効期間 (TTL)、
値など、レコードに必要な列
を含む Excel ワークシートを作
成します。NAPTR レコードと 
SRV レコードの場合、値は複数
のプロパティの組み合わせなの
で、Excelconcat の方法を使用
してこれらのプロパティを組み
合わせてください。

FqdnNameRecordType値 TTL

something.example.orgA 1.1.1.1 900

データエンジニア、Excel スキル

作業環境を確認してください。 AWS Cloud9 IDE で、Python 
ファイルを作成して Excel 入力
ワークシートを JSON 形式に変

一般的な AWS
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
換します。(AWS Cloud9 の代わ
りに、Amazon SageMaker ノー
トブックを使用して Python コー
ドを操作することもできます。)

使用している Python のバージョ
ンがバージョン 3.7 以降であるこ
とを確認してください。

 python3 --version

pandas パッケージをインストー
ルします。

 pip3 install pandas --user

Excel ワークシートのデータを 
JSON に変換します。

Excel から JSON に変換する次の
コードを含む Python ファイルを
作成します。

import pandas as pd
data=pd.read_excel('./
Book1.xls')
data.to_json(path_or_buf='my.json',orient='records')

ここでBook1、は Excel ワーク
シートの名前で、my.jsonは出
力 JSON ファイルの名前です。

データエンジニア、Python スキ
ル

JSON ファイルを S3 バケットに
アップロードします。

S3 バケットに my.json ファイ
ルをアップロードします。詳細
については、Amazon S3 ドキュ
メントの「バケットの作成」を
ご参照ください。

アプリケーションデベロッパー

レコードを挿入

タスク 説明 必要なスキル

プライベートホストゾーンを作
成します。

create_hosted_zone API と次
の Python サンプルコードを使
用して、プライベートホスト
ゾーンを作成します。パラメー
タ、hostedZoneNamevpcRegion、vpcIdを
独自の値に置き換えてくださ
い。

import boto3
import random
hostedZoneName ="xxx"
vpcRegion = "us-east-1"
vpcId="vpc-xxxx"

クラウドアーキテクト、ネット
ワーク管理者、Python スキル
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タスク 説明 必要なスキル
route53_client = 
 boto3.client('route53')
response = 
 route53_client.create_hosted_zone( 
        Name= 
 hostedZoneName, 
        VPC={ 
            'VPCRegion: 
 vpcRegion, 
            'VPCId': vpcId 
        }, 
        
 CallerReference=str(random.random()*100000), 
        HostedZoneConfig={ 
            'Comment': 
 "private hosted zone 
 created by automation", 
            'PrivateZone': 
 True 
        } 
    ) 
 print(response)

AWS などのコードとしてのイン
フラストラクチャ (IaC) ツールを
使用して、 CloudFormation これ
らのステップを適切なリソース
とプロパティを含むスタックを
作成するテンプレートに置き換
えることもできます。

Amazon S3 から詳細を辞書とし
て取得します。

次のコードを使用して S3 バケッ
トから読み取り、JSON 値を 
Python ディクショナリとして取
得します。 

fileobj = 
 s3_client.get_object( 
        Bucket=bucket_name, 
        Key='my.json' 
        ) 
    filedata = 
 fileobj['Body'].read() 
    contents = 
 filedata.decode('utf-8') 
    
 json_content=json.loads(contents) 
    print(json_content)

には Pythonjson_content 辞書
が含まれています。

アプリ開発者、Python スキル

2285



AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

スペースと Unicode 文字のデー
タ値を消去します。

データの正確性を確保
するための安全対策とし
て、json_content次のコー
ドを使用して内の値を削除し
てください。このコードは、
各文字列の先頭と末尾にあ
る空白文字を削除します。ま
た、replaceこのメソッドを使
用してハードな (改行しない) ス
ペース (\xa0文字) を削除しま
す。

for item in json_content: 
    fqn_name = 
 unicodedata.normalize("NFKD",item["FqdnName"].replace("u'", 
 "'").replace('\xa0', 
 '').strip()) 
    rec_type = 
 item["RecordType"].replace('\xa0', 
 '').strip() 
    res_rec = { 
                 'Value': 
 item["Value"].replace('\xa0', 
 '').strip() 
                }

アプリ開発者、Python スキル
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

レコードを挿入します。 for前のループの一部として次の
コードを使用してください。

change_response = 
 route53_client.change_resource_record_sets( 
            
 HostedZoneId="xxxxxxxx", 
            ChangeBatch={ 
                'Comment': 
 'Created by automation', 
                'Changes': [ 
                    { 
                        
 'Action': 'UPSERT', 
                        
 'ResourceRecordSet': { 
                            
 'Name': fqn_name, 
                            
 'Type': rec_type, 
                            
 'TTL': item["TTL"], 
                            
 'ResourceRecords': res_rec 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
    )

このエピックの最初のステップ
のホストゾーン IDxxxxxxx はど
こですか。

アプリ開発者、Python スキル

関連リソース
リファレンス:

• ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成する (Amazon Route 53 ドキュメント)
• ホストゾーン作成メソッド (Boto3 ドキュメント)
• リソースレコードセット変更メソッド (Boto3 ドキュメント)

チュートリアルとビデオ

• Python チュートリアル (Python ドキュメンテーション)

• Amazon Route 53 を使用した DNS 設計 (YouTube ビデオ、AWS オンラインテクニカルトーク)

F5 から AWS のApplication Load Balancer に移行
するときに HTTP ヘッダーを変更する
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

作成者:サチン・トリヴェディ (AWS)

環境: PoC またはパイロット ソース: オンプレミス ターゲット: AWS Cloud

R タイプ: プラットフォーム変更 ワークロード: その他のすべての
ワークロード

テクノロジー: ネットワーク、ハ
イブリッドクラウド、移行

AWS サービス: Amazon 
CloudFront; Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Lambda

概要
F5 ロードバランサーを使用するアプリケーションをAmazon Web Services (AWS) に移行し、AWS では
Application Load Balancer を使用する場合、ヘッダー変更のための F5 ルールを移行するのがよくある問題
です。Application Load Balancer はヘッダーの変更をサポートしていませんが、Amazon をコンテンツ配
信ネットワーク (CDN) CloudFront として使用し、Lambda @Edge を使用してヘッダーを変更できます。

このパターンでは、必要な統合について説明し、AWS CloudFront と Lambda @Edge を使用してヘッダー
を変更するためのサンプルコードを提供します。

前提条件と制限
前提条件

• を使用してHTTPヘッダー値を置き換える構成のF5ロードバランサーを使用するオンプレミスアプリ
ケーションif, else。この構成の詳細については、F5 製品ドキュメントの HTTP:: header を参照して
ください。 

機能制限

• このパターンは F5 ロードバランサーヘッダーのカスタマイズに適用されます。他のサードパーティ製
ロードバランサーについては、ロードバランサーのドキュメントでサポート情報を確認してください。

• Lambda @Edge に使用する Lambda 関数は、米国東部 (バージニア北部) リージョンにある必要があり
ます。

アーキテクチャ
次の図は、CDN と他の AWS コンポーネント間の統合フローを含む AWS のアーキテクチャを示していま
す。

Tools
AWS サービス

• Application Load Balancer-Application Load Balancer とは、開放型システム間相互接続 (OSI) モデルの
第 7 層で機能する AWS のフルマネージド負荷分散サービスです。複数のターゲット間でトラフィッ
クのバランスを調整し、HTTP ヘッダーとメソッド、クエリ文字列、ホストベースまたはパスベースの
ルーティングに基づく高度なルーティングリクエストをサポートします。
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• Amazon CloudFront-Amazon CloudFront は、ユーザーに対する静的および動的なウェブコンテンツ 
(.html、.css、.js、イメージファイルなど) の配信を高速化するウェブサービスです。 CloudFront エッジ
ロケーションというデータセンターの世界的なネットワークを経由してコンテンツを配信し、待ち時間
を短縮し、パフォーマンスを向上させます。

• Lambda @Edge ─ Lambda @Edge とは、AWS Lambda の拡張機能で、 CloudFront 関数を実行して配
信するコンテンツをカスタマイズできます。米国東部 (バージニア北部) リージョンで関数を作成し、 
CloudFront 関数をディストリビューションに関連付けると、サーバーのプロビジョニングや管理の必要
もなく、コードを世界中に自動的に複製できます。これにより、待ち時間が短縮され、ユーザーエクス
ペリエンスが向上します。

Code

次のサンプルコードは、 CloudFront 応答ヘッダーを変更するための設計図を示しています。エピックセク
ションの指示に従ってコードをデプロイします。

exports.handler = async (event, context) => { 
    const response = event.Records[0].cf.response; 
    const headers = response.headers; 

    const headerNameSrc = 'content-security-policy'; 
    const headerNameValue = '*.xyz.com'; 

    if (headers[headerNameSrc.toLowerCase()]) { 
        headers[headerNameSrc.toLowerCase()] = [{ 
            key: headerNameSrc, 
            value: headerNameValue, 
        }]; 
        console.log(`Response header "${headerNameSrc}" was set to ` + 
                    `"${headers[headerNameSrc.toLowerCase()][0].value}"`); 
    } 
    else { 
            headers[headerNameSrc.toLowerCase()] = [{ 
            key: headerNameSrc, 
            value: headerNameValue, 
            }]; 
    } 
    return response;
};

エピック
CDN ディストリビューションの作成

タスク 説明 必要なスキル

CloudFront Web ディストリ
ビューションを作成します。

このステップでは、 CloudFront 
ディストリビューションを作成
して、 CloudFront コンテンツを
配信する場所と、コンテンツ配
信の追跡と管理の方法の詳細を
指示します。

コンソールを使用してディス
トリビューションを作成するに
は、AWS CloudFront マネジメン
トコンソールにサインインして

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
コンソールを開き、CloudFront 
ドキュメントの手順に従いま
す。

Lambda @Edge 関数を作成してデプロイします。

タスク 説明 必要なスキル

Lambda @Edge 関数を作成して
デプロイします。

CloudFront レスポンスヘッダー
を変更するための設計図を使用
して Lambda @Edge 関数を作
成できます。(さまざまなユース
ケースに対応する他のブループ
リントも用意されています。詳
細については、 CloudFront ド
キュメントの「Lambda @Edge 
サンプル関数」を参照してくだ
さい。) 

Lambda @Edge 関数を作成する
には:

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして AWS 
Lambda コンソールを https:// 
console.aws.amazon.com/ 
lambda/ で開きます。

2. 米国東部 (バージニア北部) 
リージョンにいることを確認
します。 CloudFront ブループ
リントはこのリージョンでの
み利用可能です。

3. [Create function] (関数の作成) 
を選択します。

4. [ブループリントを使用] を選
択し、ブループリントの検索
フィールドに cloudfront と入
力します。 

5. cloudfront-modify-response-
headerブループリントを選択
し、[Configure] を選択しま
す。

6. [基本情報] ページで、次の情
報を入力します。
a. 関数名を入力します。
b. [Execution role (実行ロー

ル)] ドロップダウンリス
トで、[Create new role 
from AWS policy templates 
(AWS ポリシーテンプレー
トから新しいロールを作
成)] を選択します。

AWS 管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
c. 必要な AWS Identity and 

Access Management (IAM) 
ロール名を関連付けます。

7. [Create function] (関数の作成) 
を選択します。

8. ページの [デザイナー] セク
ションで、関数名を選択しま
す。

9. 関数コードセクションで、テ
ンプレートコードを、このパ
ターンの「コード」セクショ
ンで以前に提供されたサンプ
ルコードに置き換えます。

10.サンプルコードで
は、xyz.comドメイン名で置
き換えます。 

11.[Save] (保存) を選択します。

Lambda @Edge 関数をデプロイ
します。

チュートリアルのステップ 4 の
指示に従ってください。Amazon 
CloudFront ドキュメントに簡単
な Lambda @Edge 関数を作成し
て、 CloudFront トリガーを設定
して関数をデプロイする。

AWS 管理者

関連リソース
CloudFront ドキュメンテーション

• カスタムオリジンに対するリクエストとレスポンスの動作 
• ディストリビューションでの作業 
• Lambda @Edge 関数の例 
• Lambda @Edge を使用したエッジでのカスタマイズ
• チュートリアル: シンプルな Lambda @Edge 関数の作成

複数の VPC から中央の AWS サービスエンドポイ
ントにプライベートにアクセスする

マーティン・ギュントナー (AWS) とサミュエル・ゴードン (AWS) により作成

ソースリポジトリ:

• VPC エンドポイント共有

環境: 本番稼働用 テクノロジー: ネットワーク

AWS サービス: AWS 
RAM、Amazon Route 
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53、Amazon VPC、AWS Transit 
Gateway

概要
環境のセキュリティとコンプライアンスの要件により、Amazon Web Services (AWS) のサービスまたはエ
ンドポイントへのトラフィックはパブリックインターネットを経由してはならないと規定されている場合
があります。このパターンは、中央ハブ VPC が複数の分散スポーク VPC hub-and-spokeに接続されてい
るトポロジ向けに設計されたソリューションです。このソリューションでは、AWS PrivateLink を使用し
て、ハブアカウントに AWS サービスのインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。次に、トラ
ンジットゲートウェイと分散型ドメインネームシステム (DNS) ルールを使用して、接続されている VPC 
全体でエンドポイントのプライベート IP アドレスへのリクエストを解決します。

このパターンは、接続されている VPC のリソースからの DNS クエリを解決するために、AWS Transit 
Gateway、インバウンド Amazon Route 53 リゾルバーエンドポイント、および共有 Route 53 転送ルール
を使用する方法を示しています。エンドポイント、トランジットゲートウェイ、リゾルバー、転送ルール
はハブアカウントで作成します。次に、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、トラン
ジットゲートウェイと転送ルールをスポーク VPC と共有します。提供されている AWS CloudFormation 
テンプレートは、ハブ VPC とスポーク VPC にリソースをデプロイして設定するのに役立ちます。

前提条件と制限
前提条件

• AWS Organizations 内の同じ組織で管理されている 1 つのハブアカウントと 1 つ以上のスポークアカウ
ント。詳細については、「組織の作成と管理」を参照してください。

• AWS Resource Access Manager (AWS RAM) は、AWS Organizations の信頼できるサービスとして設定
されています。詳細については、「Using AWS Organizations with other AWS services」 (他の AWS の
サービスでの AWS Organizations の使用) を参照してください。

• ハブアンドスポーク VPC で DNS 解決を有効にする必要があります。詳細については、VPC の DNS 属
性 (Amazon Virtual Private Cloud ドキュメント) を参照してください。

機能制限

• このパターンは、同じ AWS リージョンのハブアカウントとスポークアカウントを接続します。マルチ
リージョンのデプロイでは、リージョンごとにこのパターンを繰り返す必要があります。

• AWS PrivateLink サービスはインターフェイスとして VPC エンドポイントと統合する必要があります。
詳細なリストについては、AWS と統合する AWS のサービス PrivateLink (PrivateLink ドキュメント) を
参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• ハブ AWS アカウントのハブ VPC
• スポーク AWS アカウント内の 1 つ以上のスポーク VPC
• ハブアカウントの 1 つ以上のインターフェイス VPC エンドポイント
• ハブアカウント内のインバウンドおよびアウトバウンドの Route 53 リゾルバー
• ハブアカウントにデプロイされ、スポークアカウントと共有される Route 53 Resolver 転送ルール
• ハブアカウントにデプロイされ、スポークアカウントと共有されるトランジットゲートウェイ
• ハブアンドスポーク VPC を接続する AWS Transit Gateway
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ターゲットアーキテクチャ

以下の画像は、このソリューションのサンプルアーキテクチャを示しています。このアーキテクチャで
は、ハブアカウントの Route 53 Resolver 転送ルールは、他のアーキテクチャコンポーネントと以下の関
係にあります。

1. 転送ルールは AWS RAM を使用してスポーク VPC と共有されます。
2. 転送ルールはハブ VPC のアウトバウンドリゾルバーに関連付けられています。
3. 転送ルールは、ハブ VPC のインバウンドリゾルバーを対象としています。

以下の画像は、サンプルアーキテクチャを通るトラフィックの流れを示しています。

1. スポーク VPC 内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスなどのリソースは、
に DNS リクエストを行います<service>.<region>.amazonaws.com。リクエストはスポークの 
Amazon DNS リゾルバーによって受信されます。

2. ハブアカウントから共有され、スポーク VPC に関連付けられた Route 53 転送ルールがリクエストをイ
ンターセプトします。

3. ハブ VPC では、アウトバウンドリゾルバーは転送ルールを使用してリクエストをインバウンドリゾル
バーに転送します。

4. インバウンドリゾルバーは、ハブ VPC Amazon DNS リゾルバーを使用して、の 
IP<service>.<region>.amazonaws.com アドレスを VPC エンドポイントのプライベート IP アド
レスに解決します。VPC エンドポイントが存在しない場合は、パブリック IP アドレスに解決されま
す。

Tools
AWS ツールとサービス

• AWS CloudFormation は、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫性のあるプロビジョニングを
行い、AWS アカウントとリージョンにわたるライフサイクル全体にわたる管理を支援します。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。仮想サーバーは必要な数だけ起動でき、すばやくスケールアップまた
はスケールダウンできます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰の認証と使用を許可されるかを制御して、AWS リ
ソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用すると、AWS アカウント間でリソースを安全に共
有できるため、運用上のオーバーヘッドが軽減され、可視性と監査が可能になります。

• Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたドメインネームシステム (DNS) ウェブサービスです。
• AWS Systems Manager は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管

理を簡単に行うことができるようになります。アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、運用
上の問題の検出と解決までにかかる時間が短縮されるほか、大規模な AWS リソースの管理を簡単に行
うことができるようになります。

• AWS Transit Gateway は、VPC とオンプレミスネットワークを接続する中央のハブです。
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ

ソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリッ
トがあります。

その他のツールとサービス
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• nslookup は DNS レコードのクエリに使用されるコマンドラインツールです。このパターンでは、この
ツールを使用してソリューションをテストします。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub、vpc-endpoint-sharingリポジトリにあります。このパターンには、次の 2 
つの AWS CloudFormation テンプレートが用意されています。

• ハブアカウントに以下のリソースをデプロイするためのテンプレート。
• rSecurityGroupEndpoints— VPC エンドポイントへのアクセスを制御するセキュリティグルー

プ。
• rSecurityGroupResolvers— Route 53 リゾルバーへのアクセスを制御するセキュリティグルー

プ。
• rKMSEndpoint、rSSMMessagesEndpoint、rSSMEndpoint、およびrEC2MessagesEndpoint

— ハブアカウント内のインターフェイス VPC エンドポイントの例 ユースケースに合わせてこれらの
エンドポイントをカスタマイズします。

• rInboundResolver— ハブの Amazon DNS リゾルバーに対する DNS クエリを解決する Route 53 
リゾルバー。

• rOutboundResolver— クエリをインバウンドリゾルバーに転送するアウトバウンド Route 53 リゾ
ルバー。

• rAWSApiResolverRule— すべてのスポーク VPC と共有される Route 53 リゾルバーの転送ルー
ル。

• rRamShareAWSResolverRule— スポーク VPCrAWSApiResolverRule が転送ルールを使用でき
るようにする AWS RAM 共有。

• *rVPC — 共有サービスのモデル化に使用されるハブ VPC。
• *rSubnet1 — ハブリソースを格納するために使用されるプライベートサブネット。
• *rRouteTable1 — ハブ VPC のルートテーブル。
• *rRouteTableAssociation1 — ハブ VPCrRouteTable1 のルートテーブルの場合、プライベート

サブネットのアソシエーション。
• *rRouteSpoke — ハブ VPC からスポーク VPC へのルート。
• *rTgw — すべてのスポーク VPC と共有されるトランジットゲートウェイ。
• *rTgwAttach — ハブ VPCrTgw がトラフィックをトランジットゲートウェイにルーティングできる

ようにするアタッチメント。
• *rTgwShare —rTgw スポークアカウントがトランジットゲートウェイを使用できるようにする AWS 

RAM 共有。
• スポークアカウントに次のリソースをデプロイするためのテンプレート。

• rAWSApiResolverRuleAssociation— スポーク VPC がハブアカウントの共有転送ルールを使用
できるようにするアソシエーション。

• *rVPC — スポーク VPC。
• *rSubnet1, rSubnet2, rSubnet3 — スポークのプライベートリソースを格納するために使用さ

れる、各アベイラビリティーゾーンのサブネット。
• *rTgwAttach — スポーク VPCrTgw がトラフィックをトランジットゲートウェイにルーティングで

きるようにするアタッチメント。
• *rRouteTable1 — スポーク VPC のルートテーブル。
• *rRouteEndpoints — スポーク VPC のリソースからトランジットゲートウェイまでのルート。
• *rRouteTableAssociation1/2/3 — スポーク VPCrRouteTable1 のルートテーブルの場合、プ

ライベートサブネットのアソシエーション。
• *rInstanceRole — ソリューションのテストに使用される IAM ロール。
• *rInstancePolicy — ソリューションのテストに使用された IAM ポリシー。
• *rInstanceSg — ソリューションのテストに使用されたセキュリティグループ。2294
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• *rInstanceProfile — ソリューションのテストに使用された IAM インスタンスプロファイル。
• *rInstance — AWS Systems Manager 経由でアクセスできるように事前設定された EC2 インスタ

ンス。このインスタンスを使用してソリューションをテストします。

* これらのリソースはサンプルアーキテクチャをサポートしているため、既存のlanding zone にこのパ
ターンを実装する場合は必要ない場合があります。

叙事詩
CloudFormation テンプレートを準備する

タスク 説明 必要なスキル

code ソースソースのクローンを
作成する。

1. コマンドラインインターフェ
イスで、作業ディレクトリを
サンプルファイルを保存する
場所に変更します。

2. 次のコマンドを入力します。

git clone https://
github.com/aws-samples/
vpc-endpoint-sharing.git

ネットワーク管理者、クラウド
アーキテクト

テンプレートの変更。 1. クローンしたリポジトリ
で、hub.yml ファイルと
spoke.yml ファイルを開きま
す。

2. これらのテンプレートによっ
て作成されたリソースを確認
し、必要に応じて環境に合わ
せてテンプレートを調整して
ください。完全なリストにつ
いては、「ツール (p. 2293)」
の「コードリポジトリ」セク
ションを参照してください。
アカウントにこれらのリソー
スの一部が既にある場合は、 
CloudFormation テンプレー
トから削除してください。詳
細については、「テンプレー
トの使用 (CloudFormation ド
キュメント)」を参照してくだ
さい。

3. hub.yml ファイルと spoke.yml
ファイルを保存して閉じま
す。

ネットワーク管理者、クラウド
アーキテクト
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ターゲットアカウントにリソースをデプロイします

タスク 説明 必要なスキル

ハブリソースをデプロイしま
す。

hub.yml テンプレートを使用し
て、 CloudFormation スタックを
作成します。プロンプトが表示
されたら、テンプレート内のパ
ラメータに値を入力します。詳
細については、「スタックの作
成 (CloudFormation ドキュメン
ト)」を参照してください。

クラウドアーキテクト、ネット
ワーク管理者

スポークリソースをデプロイし
ます。

spoke.yml CloudFormation テン
プレートを使用してスタックを
作成します。プロンプトが表示
されたら、テンプレート内のパ
ラメータに値を入力します。詳
細については、「スタックの作
成 (CloudFormation ドキュメン
ト)」を参照してください。

クラウドアーキテクト、ネット
ワーク管理者

ソリューションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

AWS サービスへのプライベート 
DNS クエリをテストします。

1. AWS Systems Manager の一
機能である Session Manager 
を使用してrInstance EC2 
インスタンスConnect。詳細
については、「セッションマ
ネージャーを使用した Linux 
インスタンスへのConnect
(Amazon EC2 ドキュメン
ト)」を参照してください。

2. ハブアカウントに VPC エン
ドポイントがある AWS サー
ビスの場合は、nslookupを
使用して、インバウンドの 
Route 53 Resolver のプライ
ベート IP アドレスが返される
ことを確認します。

Amazon Systems 
Managernslookup エンドポ
イントへのアクセスの例を次
に示します。

nslookup ssm.<region>.amazonaws.com

3. AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) で、変更がサービ
スの機能に影響しなかったこ
とを確認するのに役立つコマ

ネットワーク管理者
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ンドを入力します。コマンド
の一覧については、AWS CLI 
コマンドリファレンスを参照
してください。

たとえば、次のコマンド
では、Amazon Systems 
Manager ドキュメントの一覧
が返されるはずです。

aws ssm list-documents

AWS サービスへのパブリック 
DNS クエリをテストします。

1. ハブアカウントに VPC エン
ドポイントがない AWS サー
ビスの場合は、nslookupを
使用してパブリック IP ア
ドレスが返されることを確
認します。Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS)nslookup エンドポイン
トへのアクセスの例を次に示
します。

nslookup 
 sns.<region>.amazonaws.com

2. AWS CLI で、変更がサービス
機能に影響しなかったことを
確認するのに役立つコマンド
を入力します。コマンドの一
覧については、AWS CLI コマ
ンドリファレンスを参照して
ください。

たとえば、ハブアカウントに 
Amazon SNS トピックが存在
する場合、次のコマンドを実
行するとトピックのリストが
返されます。

aws sns list-topics

ネットワーク管理者

関連リソース
• スケーラブルで安全なマルチ VPC AWS ネットワークインフラストラクチャの構築 (AWS ホワイトペー

パー)
• 共有リソースの使用 (AWS RAM ドキュメント)
• トランジットゲートウェイの使用 (AWS Transit Gateway ドキュメント)
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Transit Gateway の添付ファイルに自動的にタグを付ける

AWS Organizations を使用してTransit Gateway の
添付ファイルに自動的にタグを付ける

リチャード・ミルナー・ワッツ (AWS)、ハリス・ビン・アユブ (AWS)、ジョン・キャップス (AWS) が作
成

code repository:

• Transit Gateway アタッチメン
トタガー

環境:プロダクション テクノロジー:ネットワーキン
グ、インフラストラクチャ、管
理とガバナンス、運用

AWS サービス:AWS Step 
Functions、AWS Transit 
Gateway、Amazon VPC、AWS 
Lambda

概要
Amazon Web Services (AWS) では、AWS Resource Access Manager を使用して AWS アカウントの境界
を越えて AWS Transit Gateway を共有できます。ただし、アカウントの境界を越えてTransit Gatewayの
添付ファイルを作成すると、添付ファイルは名前タグなしで作成されます。そのため、添付ファイルの識
別に時間がかかる可能性があります。 

このソリューションでは、AWS Organizations が管理する組織内のアカウントの各 Transit Gateway 
アタッチメントに関する情報を収集する自動メカニズムが提供されます。このプロセスには、Transit 
Gateway のルートテーブルからクラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 範囲を検索することが含まれ
ます。次に、<CIDR-range>-<AccountName>ソリューションはトランジットゲートウェイを保持するア
カウント内の添付ファイルに、という形式の名前タグを適用します。

このソリューションは、AWS ソリューションライブラリのサーバーレストランジットネットワークオーケ
ストレーターなどのソリューションと一緒に使用できます。サーバーレストランジットネットワークオー
ケストレーターを使用すると、Transit Gateway の添付ファイルを大規模に自動作成できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 関連するすべてのアカウントを含む AWS Organizations 組織
• 組織のルートにある組織管理アカウントにアクセスして、必要な AWS Identity and Access Management 

(IAM) ロールを作成します。
• 組織と共有され、添付ファイルがある 1 つ以上のトランジットゲートウェイを含む共有ネットワーキン

グメンバーアカウント

アーキテクチャ
AWS マネジメントコンソールの次のスクリーンショットは、名前タグが関連付けられていないトラン
ジットゲートウェイ添付ファイルと、このソリューションによって生成された名前タグ付きの 2 つの 
Transit Gateway 添付ファイルの例を示しています。生成される Name タグの構造はです<CIDR-range>-
<AccountName>。
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Tools

このソリューションでは、AWS CloudFormation を使用して AWS Step Functions ワークフローをデプロ
イし、設定されたすべてのリージョンにわたるTransit Gateway 名タグの作成を管理します。ワークフロー
は、基礎となるタスクを実行する AWS Lambda 関数を呼び出します。

ソリューションが AWS Organizations からアカウント名を取得すると、Step Functions ステートマシン
はすべてのTransit Gateway アタッチメント ID を取得します。これらは AWS リージョンによってparallel 
処理されます。この処理には、各添付ファイルの CIDR 範囲の検索が含まれます。CIDR の範囲は、リー
ジョン内のTransit Gateway のルートテーブルで、一致するTransit Gateway 添付ファイル ID を検索する
ことで取得されます。必要な情報がすべて揃っている場合、ソリューションは添付ファイルに名前タグを
適用します。このソリューションでは、既存の名前タグは上書きされません。

このソリューションは、Amazon EventBridge イベントによって制御されるスケジュールで実行されま
す。このイベントは、毎日午前 6 時 (UTC) にソリューションを開始します。

ターゲットテクノロジースタック

• アマゾン EventBridge
• AWS Lambda
• AWS Organizations
• AWS Transit Gateway
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• AWS X-Ray

ターゲットアーキテクチャ

以下の図に、ソリューションのアーキテクチャとワークフローを示します。

1. スケジュールされたイベントによってルールが開始されます。
2. EventBridge このルールは Step Functions ステートマシンを開始します。
3. ステートマシンはtgw-tagger-organizations-account-query Lambda 関数を呼び出します。
4. tgw-tagger-organizations-account-queryLambda 関数は組織管理アカウントでの役割を引き

受けます。
5. tgw-tagger-organizations-account-queryLambda 関数はOrganizations API を呼び出して 

AWS アカウントのメタデータを返します。
6. ステートマシンはtgw-tagger-attachment-query Lambda 関数を呼び出します。
7. ステートマシンは、リージョンごとにparalleltgw-tagger-rtb-query Lambda 関数を呼び出し、各ア

タッチメントの CIDR 範囲を読み取ります。
8. リージョンごとに、ステートマシンはtgw-tagger-attachment-tagger Lambda 関数をparallel 呼

び出します。
9. 名前タグは、共有ネットワークアカウントの Transit Gateway アタッチメント用に作成されます。

自動化とスケール

ソリューションは各リージョンをparallel 処理し、実行の合計時間を短縮します。

Tools
AWS サービス
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叙事詩

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation では、インフラストラクチャをコードとして扱うこと
で、関連する AWS およびサードパーティのリソースのコレクションをモデル化し、迅速かつ一貫した
方法でプロビジョニングし、ライフサイクル全体にわたって管理する方法を提供しています。

• Amazon EventBridge — Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータ
に接続するサーバーレスのイベントバスサービスです。 EventBridge 環境の変化の指標であるイベント
を受信し、そのイベントをターゲットにルーティングするルールを適用します。ルールは、イベントパ
ターンと呼ばれるイベントの構造、またはスケジュールのいずれかに基づいて、イベントをターゲット
にマッチングさせます。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行し、
有効にするコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数
個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケーリングします。料金については、
使用したコンピューティング時間のみのお支払いです。実行中でなければコードに課金されることはあ
りません。

• AWS Organizations — AWS Organizations により、AWS リソースの成長や拡張に伴い、環境の一元管
理およびガバナンスを支援します。AWS Organizations をプログラムによるアカウントの新規作成、
ワークフローの整理するためのアカウントのグループ化、ガバナンスのアカウントまたはグループへの
ポリシーの適用、ガバナンスのアカウントまたはグループへのポリシーを適用します。およびすべての
アカウントをまとめた単一的な支払い方法による支払い方法を適用します。

• AWS Step Functions — AWS Step Functions は、AWS サービスの調整、ビジネスプロセスの自動化、
サーバーレスアプリケーションの構築に使用されるローコードのビジュアルワークフローサービスで
す。ワークフローは失敗、再試行、並列化、サービス統合、可観測性を管理するので、開発者はより価
値の高いビジネスロジックに集中できます。

• AWS Transit Gateway — AWS Transit Gateway は、中央のハブを介して VPC とオンプレミスネット
ワークを接続します。これにより、ネットワークが簡素化され、複雑なピアリング関係が終了します。
クラウドルーターとして機能し、新しい接続は 1 回だけ行われます。

• Amazon VPC — Amazon Virtual Private Private Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した論理的に分離
された仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動するサービスです。

• AWS X-Ray — AWS X-Ray はアプリケーションが処理するリクエストに関するデータを表示、洞察を取
得して問題の識別や最適化の機会を識別するツールを提供します。

Code

このソリューションのソースコードは、Transit Gateway GitHub アタッチメントタガーリポジトリにあり
ます。リポジトリには次のファイルが含まれています。

• tgw-attachment-tagger-main-stack.yaml共有ネットワーキングアカウント内にこのソリュー
ションをサポートするためのすべてのリソースを作成します。

• tgw-attachment-tagger-organizations-stack.yaml組織の管理アカウントにロールを作成しま
す。

叙事詩
メインソリューションスタックの導入

タスク 説明 必要なスキル

必要な前提条件情報を収集しま
す。

Lambda 関数から AWS 
Organizations API へのクロスア
カウントアクセスを設定するに
は、組織の管理アカウントのア
カウント ID が必要です。

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
注:2 CloudFormation つのスタッ
クの作成順序は重要です。最初
にリソースを共有ネットワーク
アカウントにデプロイする必要
があります。共有ネットワーク
アカウントのロールは、リソー
スを組織の管理アカウントにデ
プロイする前にすでに存在して
いる必要があります。詳細につ
いては、AWS ドキュメントを参
照してください。

CloudFormation メインソリュー
ションスタックのテンプレート
を起動します。

メインソリューションスタッ
クのテンプレートには、IAM 
ロール、Step Functions ワー
クフロー、Lambda 関数、 
CloudWatch およびイベントがデ
プロイされます。

共有ネットワーキングアカウ
ントの AWS マネジメントコン
ソールを開き、 CloudFormation 
コンソールを開きます。 tgw-
attachment-tagger-main-
stack.yamlテンプレートと次
の値を使用してスタックを作成
します。 

• スタック名 — tgw-attachment-
tagger-main-stack 

• awsOrganizationsRootAccountId— 
組織の管理アカウントのアカ
ウント ID

• TGWRegions パラメータ — ソ
リューションの AWS リージョ
ン。カンマで区切られた文字
列として入力

• TGWList パラメータ — ソ
リューションから除外する
トランジットゲートウェイ 
ID（カンマ区切りの文字列で
入力）

CloudFormation スタックの起
動の詳細については、AWS の
ドキュメントを参照してくださ
い。

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ソリューションが正常に起動し
たことを確認します。

CloudFormation ス
タックのステータスが
CREATE_COMPLETE になるま
でお待ちください。この所要時
間は 1 分以内となります。

Step Functions コンソールを開
き、tgw-attachment-tagger-state-
machine という名前の新しいス
テートマシンが作成されている
ことを確認します。

DevOps エンジニア

AWS Organizations スタックをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

必要な前提条件情報を収集しま
す。

Lambda 関数から AWS 
Organizations API へのクロスア
カウントアクセスを設定するに
は、共有ネットワークアカウン
トのアカウント ID が必要です。

DevOps エンジニア

Organizations CloudFormation ス
タックのテンプレートを起動す
る

AWS Organizations スタックの
テンプレートは、組織の管理ア
カウント内で IAM ロールをデプ
ロイします。 

組織の管理アカウントの AWS 
コンソールにアクセスし、 
CloudFormation コンソールを
開きます。 tgw-attachment-
tagger-organizations-
stack.yamlテンプレートと次
の値を使用してスタックを作成
します。

• スタック名 — tgw-attachment-
tagger-organizations-stack

• NetworkingAccountIdパラメー
タ — 共有ネットワークアカウ
ントのアカウント ID 

他のスタック作成オプションに
ついては、デフォルトを使用し
てください。

DevOps エンジニア

ソリューションが正常に起動し
たことを確認します。

CloudFormation ス
タックのステータスが
CREATE_COMPLETE になるま
でお待ちください。この所要時
間は 1 分以内となります。

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
Identity and Access Management 
(IAM) コンソールを開き、tgw-
attachment-tagger-organization-
query-role という名前の新しい
ロールが作成されていることを
確認します。

ソリューションの検証

タスク 説明 必要なスキル

ステートマシンを実行する。 共有ネットワークアカウントの 
Step Functions コンソールを開
き、ナビゲーションペインで [ス
テートマシン] を選択します。

ステートマシン tgw-attachment-
tagger-state-machine を選択し、
[実行開始] を選択します。 

このステートマシンへの入力は
ソリューションでは使用されな
いため、デフォルト値を使用で
きます。

{ 
    "Comment": "Insert your 
 JSON here"
}

[Start Execution] (実行のスター
ト) を選択します。

DevOps エンジニア

完了するまでステートマシンを
監視してください。

開いた新しいページで、ス
テートマシンの実行を確認で
きます。所要時間は、処理する
Transit Gateway の添付ファイル
の数によって異なります。

このページでは、ステート
マシンの各ステップを確認で
きます。ステートマシン内の
さまざまなタスクを表示した
り、Lambda CloudWatch 関数の
ログへのリンクをたどったりで
きます。マップ内でparallel 実行
されるタスクについては、「イ
ンデックス」ドロップダウンリ
ストを使用して各リージョンの
特定の実装を表示できます。

DevOps エンジニア

Transit Gateway の添付タグを確
認してください。

共有ネットワークアカウントの 
VPC コンソールを開き、[Transit 
Gateway アタッチメント] を選択

DevOps エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
します。 コンソールには、条件
を満たす添付ファイルの名前タ
グが表示されます (添付ファイル
は Transit Gateway のルートテー
ブルに伝達され、リソース所有
者は組織のメンバーです)。

CloudWatch イベントの開始を確
認します。

CloudWatch イベントが開始され
るまでお待ちください。これは
UTCの 06:00 に予定されていま
す。 

次に、共有ネットワークアカウ
ントの Step Functions コンソー
ルを開き、ナビゲーションペイ
ンで [ステートマシン] を選択し
ます。

ステートマシン tgw-attachment-
tagger-state-マシンを選択しま
す。ソリューションが 06:00 
UTC に実行されたことを確認し
ます。

DevOps エンジニア

関連リソース
• AWS Organizations
• AWS Resource Access Manager
• サーバーレストランジットネットワークオーケストレーター
• IAM ロールの作成
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成

ELB ロードバランサーに TLS 終了が必要であるこ
とを確認する

プリヤンカ・チョードリー (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: ネットワーク、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

AWS サービス: Amazon 
CloudWatch Events; Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Lambda

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、Elastic Load Balancing (ELB) が受信したアプリケーショ
ントラフィックがAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、IP アドレ
ス、AWS Lambda 関数などの複数のターゲットに自動的に分散させます。ロードバランサーはリスナー
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前提条件と制限

を使用して、ロードバランサーがユーザーからのトラフィックを受け入れるために使用するポートとプ
ロトコルを定義します。アプリケーションロードバランサーは、アプリケーション層でルーティングを
決定し、HTTP/HTTPS プロトコルを使用します。クラシックロードバランサーは、TCP または Secure 
Sockets Layer (SSL) プロトコルを使用してトランスポート層で、HTTP/HTTPS を使用してアプリケー
ション層でルーティングを決定します。

このパターンは、Application Load Balancer と Classic Load Balancer の複数のイベントタイプを調べるセ
キュリティ制御を提供します。関数が呼び出されると、AWS Lambda はイベントを検査し、ロードバラン
サーが準拠していることを確認します。

この関数は、次の API 呼び出しで Amazon CloudWatch イベントイベントを開始しま
す。CreateLoadBalancer、CreateLoadBalancerListeners、DeleteLoadBalancerListeners、CreateLoadBalancerPolicy、SetLoadBalancerPoliciesOfListener、CreateListener、DeleteListener、
およびModifyListener。イベントがこれらの API のいずれかを検出すると、Python スクリプトを実行す
る AWS Lambda を呼び出します。Python スクリプトは、リスナーに SSL 証明書が含まれているかどう
か、および適用されるポリシーがトランスポート層セキュリティ (TLS) を使用しているかどうかを評価し
ます。SSL ポリシーが TLS 以外のものであると判断された場合、関数は関連情報を含む Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) 通知をユーザーに送信します。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント

機能制限

• このセキュリティコントロールでは、ロードバランサーリスナーが更新されない限り、既存のロードバ
ランサーはチェックされません。

• このセキュリティ管理は地域ごとに行われます。監視する各 AWS リージョンにデプロイする必要があ
ります。

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS StackSets Cloudformationを使用して、監視したい複
数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し
たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わ
りに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起
動および構成できます。

• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を示すシステム
イベントのストリームをほぼリアルタイムのストリームとして提供します。
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エピック

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行でき
るコンピューティングサービスです。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなどの幅広いストレージソリューションに使用できる、拡張性の
高いオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールア
ドレスを含め、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。サ
ブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信し
ます。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

このパターンには以下の添付ファイルが含まれます。

• ELBRequirestlstermination.zip— セキュリティコントロールの Lambda コード。
• ELBRequirestlstermination.yml— イベントと Lambda CloudFormation 関数を設定するテンプ

レート。

エピック
S3 バケットをセッティングする

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソール
で、Lambda コードの.zip ファイ
ルをホストする S3 バケットを
選択または作成します。この S3 
バケットは、評価するロードバ
ランサーと同じ AWS リージョ
ンに存在している必要がありま
す。S3 バケット名はグローバル
に一意であり、名前空間はすべ
ての AWS アカウントによって共
有されています。S3 バケット名
の先頭にスラッシュを含めるこ
とはできません。

クラウドアーキテクト

Lambda コードをアップロードし
ます。

添付ファイルセクション
にある Lambda コード 
(ELBRequirestlstermination.zipファ
イル) を S3 バケットにアップ
ロードします。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トを起動します。

S3 バケットと同じ AWS 
リージョンで AWS 
CloudFormation コンソールを開

クラウドアーキテクト
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
き、ELBRequirestlstermination.yml添
付されたテンプレートをデプロ
イします。AWS CloudFormation 
テンプレートのデプロイの詳細
については、 CloudFormation 
ドキュメントの「AWS 
CloudFormation コンソールでの
スタックの作成」を参照してく
ださい。

テンプレートのパラメータを入
力します。

テンプレートを起動すると、次
の情報の入力を求められます。

• S3 バケット: 最初のエピッ
クで作成または選択した
バケットを指定します。
添付の Lambda コード 
(ELBRequirestlstermination.zipファ
イル) をアップロードした場所
です。

• S3 キー: S3 バケット内の 
Lambda .zip ファイルの
場所を指定します (たとえ
ば、ELBRequirestlstermination.zipま
たはcontrols/
ELBRequirestlstermination.zip)。
先頭にスラッシュを含めない
でください。

• 通知電子メール: Amazon SNS 
通知を受け取る、有効な E 
メールアドレスを指定しま
す。

• Lambda ロギングレベル:
Lambda 関数のロギングレベル
と頻度を指定します。Info を使
用して、進行状況に関する詳
細な情報メッセージ、展開を
続行できるエラーイベントの
場合はエラー、有害な状況が
発生した場合は警告を記録し
ます。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、指定
したメールアドレスに購読メー
ルが送信されます。違反通知
の受信を開始するには、この E 
メールサブスクリプションを確
認する必要があります。

クラウドアーキテクト
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関連リソース

関連リソース
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (AWS CloudFormation ドキュメント)
• AWS Lambda とは? (AWS Lambda ドキュメント)
• Classic Load Balancer とは？ (ELB ドキュメンテーション)
• Application Load Balancer とは? (ELB ドキュメンテーション)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

その他のパターン
• AWS Fargate、AWS、およびNetwork Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナアプリ

ケーションにプライベートにアクセスします。 PrivateLink (p. 199)
• AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用して Amazon ECS 上のコンテナアプリケーションに

プライベートにアクセスする (p. 189)
• AWS Managed Microsoft AD とオンプレミス Microsoft Active Directory を使用して DNS 解決を一元化し

ます。 (p. 964)
• IPv4 と IPv6 のセキュリティグループ進入ルールに単一ホストネットワークエントリがないか確認す

る (p. 2429)
• AWS ネットワークファイアウォールと AWS Transit Gateway を使用してファイアウォールをデプロイ

する (p. 786)
• プライベートエンドポイントとApplication Load Balancer を使用して、Amazon API Gateway API を内

部ウェブサイトにデプロイします。 (p. 2757)
• Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスの暗号化接続を有効にする (p. 529)
• 属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を使用してパブリックサブネットを保護します (p. 2505)
• F5 BIG-IP ワークロードを AWS クラウド上の F5 BIG-IP VE に移行 (p. 1511)
• 非ワークロードサブネットのマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節

約 (p. 1007)
• AWS Network Firewall から Slack チャンネルにアラートを送信 (p. 2556)
• Amazon を使用して VPC 経由で Amazon S3 バケットの静的コンテンツを配信する CloudFront (p. 417)
• AWS エラスティックディザスタリカバリで Oracle JD Edwards EnterpriseOne のディザスタリカバリを

セットアップ (p. 1018)
• マルチアカウントの AWS 環境でのハイブリッドネットワークの DNS 解決の設定 (p. 1011)
• BMC Discoveryクエリを使用して、移行計画に必要な移行データを抽出します (p. 1566)
• Network Firewall を使用して、アウトバウンドトラフィックのサーバー名表示 (SNI) から DNS ドメイン

名を取得します。 (p. 2584)
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SQL Server を AWS に移行した後の接続エラーの解決

オペレーティングシステム
トピック

• Microsoft SQL Server を AWS クラウドに移行した後の接続エラーの解決 (p. 2309)
• その他のパターン (p. 2311)

Microsoft SQL Server を AWS クラウドに移行した
後の接続エラーの解決

作成者:プレムクマール・チェラドゥライ (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: オペレーティング
システム; 移行

ワークロード: Microsoft

AWS サービス: Amazon EC2

概要
Windows Server 2008 R2、2012、または 2012 R2 で実行されている Microsoft SQL Server をAmazon 
Web Services (AWS) クラウド上の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに移行す
ると、SQL Server への接続が失敗し、次のエラーが表示されます。 

• [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB] General Network error
• ERROR [08S01] [Microsoft][SQL Native Client]Communication link failure. 
System.Data.SqlClient.SqlException: A transport-level error has occurred when 
sending the request to the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - An 
existing connection was forcibly closed by the remote host.)

• TCP Provider: The semaphore timeout period has expired

このパターンは、Windows Server 2008 R2、2012、または 2012 R2 で実行されている SQL Server のオ
ペレーティングシステム (OS) レベルおよびネットワークインターフェイスレベルで Windows スケーラブ
ルネットワークパック (SNP) 機能をオフにすることによってこれらのエラーを解決する方法を示していま
す。

前提条件と制限
前提条件

• Windows サーバーの管理者権限。
• 移行ツールとして AWS アプリケーション移行サービスを使用した場合は、次の Windows Server バー

ジョンのいずれかが必要です。
• Windows Server 2008 R2、2012 R2

• CloudEndure 移行ツールとして移行を使用した場合は、次の Windows Server バージョンのいずれかが
必要です。
• Windows Server 2003 R2 サービスパック 3、2008、2008 R2 サービスパック 1、2012、または 2012 

R2
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Tools

Tools
• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は AWS クラウドでスケーラブルなコン

ピューティングキャパシティーを提供します。Amazon EC2 を使用すると、必要な数 (またはそれ以下) 
の仮想サーバーを起動でき、スケールアウトまたはスケールインできます。 

• Windows Server — Windows Server は、接続されたアプリケーション、ネットワーク、および Web 
サービスのインフラストラクチャを構築するためのプラットフォームです。

叙事詩
OS レベルと elastic network interface レベルで SNP 機能をオフにする

タスク 説明 必要なスキル

OS レベルで SNP 機能をオフに
します。

1. 管理者として Windows Server 
にサインインし、コマンドプ
ロンプトを開きます。

2. netsh int tcp show 
global コマンドを実行しま
す。

3. 出力で、Receive-
Side ScalingChimney 
Offloadenabledまたは
のいずれかがモードになっ
ているかどうかを確認しま
す。どちらかがそうであれ
ばenabled、以下のコマンド
を実行します。
• netsh int tcp 
set global 
chimney=disabled

• netsh int tcp set 
global rss=disabled

AWS 管理者、AWS システム管
理者、移行エンジニア、クラウ
ド管理者

elastic network interface レベル
で SNP 機能をオフにします。

1. [スタート] を選択して入力
しncpa.cpl、[Enter] を押し
ます。 

2. Elastic ネットワークアダプ
ターを右クリックします。

3. ポップアップメニューで、[プ
ロパティ] を選択します。

4. 「イーサネットアダプタの
プロパティ」ウィンドウで、
「設定」を選択します。

5. Amazon Elastic ネットワーク
アダプタのプロパティポップ
アップウィンドウで、「詳細
設定」タブを選択します。

6. プロパティセクションで、オ
フロードと RSS をすべてオフ
にします。

AWS 管理者、クラウド管理
者、AWS システム管理者
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関連リソース

関連リソース
• RSS や NetDMA などの高度なネットワークパフォーマンス機能のトラブルシューティング方法

その他のパターン
• AWS クラウド上の Stromasys Charon-SSP エミュレータで Sun SPARC サーバーをバックアップしま

す。 (p. 2674)
• ネイティブバックアップと復元方法を使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを 

Amazon RDS for SQL Server に移行します (p. 1917)
• RHEL ソースサーバーの再起動後に SELinux を無効にせずに AWS レプリケーションエージェントを自

動的に再起動する (p. 1259)
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Python を使用して RFC を自動的に作成する

操作
トピック

• Python を使用して AMS で RFC を自動的に作成する (p. 2312)
• デフォルトの暗号化で Amazon EBS ボリュームを使用する AWS Cloud9 IDE を作成する (p. 2316)
• AWS Config の高度なクエリを使用して、作成日に基づいて AWS リソースを検索する (p. 2320)
• AWS アカウントまたは組織の EBS スナップショットの詳細を表示する (p. 2323)
• その他のパターン (p. 2328)

Python を使用して AMS で RFC を自動的に作成す
る

作成者:グナナセカラン・カイラサム (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 運用; クラウドネ
イティブ

AWS サービス: AWS Managed 
Services

概要
AWS Managed Services (AMS) は、Amazon Web Services (AWS) インフラストラクチャを継続的に管理
することで、クラウドベースのインフラストラクチャをより効率的かつ安全に運用するのに役立ちます。
管理対象環境を変更するには、特定の操作またはアクションの変更タイプ (CT) ID を含む新しい変更要求 
(RFC) を作成して送信する必要があります。

ただし、RFC を手動で作成するには約 5 分かかる場合があり、組織内のチームが毎日複数の RFC を提出
する必要がある場合もあります。このパターンは、RFC 作成プロセスを自動化し、各 RFC の作成時間を
短縮し、手作業によるエラーを排除するのに役立ちます。   

このパターンは、Python コードを使用して、Stop EC2 instance AMS アカウントの Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを停止するためのスタック。その後、このパターンのアプ
ローチと Python オートメーションを他の RFC タイプに適用できます。 

前提条件と制限
前提条件

• AMS アドバンストアカウント。詳細については、AWS Managed Services ドキュメントの「AMS 運用
計画」を参照してください。

• AMS アカウントに 1 つ以上の既存の EC2 インスタンスが存在すること。
• AMS で RFC を作成して提出する方法についての理解。
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アーキテクチャ

• Python に精通していること。

機能制限

• RFC は AMS アカウントの変更にのみ使用できます。お客様の AWS アカウントでは、同様の変更に対
して異なるプロセスを使用します。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• AMS
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
• AWS SDK for Python (Boto3)
• Python とそれに必要なパッケージ (JSON と Boto3)

 

自動化とスケーリング

このパターンはStop EC2 instance RFC を自動化するためのサンプルコードを提供しますが、このパ
ターンのサンプルコードとアプローチを他の RFC にも使用できます。

Tools
• AWS Managed Services — AMS は、AWS インフラストラクチャをより効率的かつ安全に運用するのに

役立ちます。
• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツー

ルです。AMS では、変更管理 API が RFC を作成および管理するための操作を提供します。
• Python 用 AWS SDK (Boto3) — Python 用 SDK を使用すると、Python アプリケーション、ライブラ

リ、またはスクリプトを AWS サービスと簡単に統合できます。 

Code

AMS Stop EC2 Instance.zipファイル（添付）には、Stop EC2 instance RFC を作成するための 
Python コードが含まれています。複数の EC2 インスタンスに対して 1 つの RFC を送信するようにこの
コードを設定することもできます。

エピック
オプション 1 — macOS または Linux 用の環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Python をインストールして検証
します。

1. ターミナルウィンドウを
開き、brew install 
python3コマンドを実行しま
す。

2. python --versionコマンド
を実行して、Python が正しく

AWS システム管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
インストールされていること
を確認します。

3. pip --versionコマンドを
実行してpip、が正しくイン
ストールされていることを確
認します。

AWS CLI をインストールしま
す。

pip install awscli --
upgrade –userコマンドを実行
して AWS CLI をインストールし
ます。

AWS システム管理者

Boto3 をインストールします。 pip install boto3コマンド
を実行して Boto3 をインストー
ルします。

AWS システム管理者

JSON をインストールします。 pip install jsonコマンドを
実行して JSON をインストール
します。

AWS システム管理者

AMS CLI をセットアップしま
す。

AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AMS コンソー
ルを開き、[ドキュメント] を選
択します。AMS CLI を含む.zip 
ファイルをダウンロードし、解
凍して、ローカルマシンにイン
ストールします。

AMS CLI をインストールした
ら、aws amscm helpコマンド
を実行します。出力では、AMS 
の変更管理プロセスに関する情
報が提供されます。

AWS システム管理者

オプション 2 — Windows 用の環境をセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Python をインストールして検証
します。

1. Windows 用 Python リリー
スのページを開き、最新
バージョンをダウンロード
し、Python をインストールし
ます。

2. python --versionコマンド
を実行して、Python が正しく
インストールされていること
を確認します。

3. pip --versionコマンドを
実行してpip、が正しくイン
ストールされていることを確
認します。

AWS システム管理者

AWS CLI をインストールしま
す。

pip install awscli --
upgrade –userコマンドを実行

AWS システム管理者
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https://www.python.org/downloads/windows/
https://www.python.org/downloads/windows/
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
して AWS CLI をインストールし
ます。

Boto3 をインストールします。 pip install boto3コマンド
を実行して Boto3 をインストー
ルします。

AWS システム管理者

JSON をインストールします。 pip install jsonコマンドを
実行して JSON をインストール
します。

AWS システム管理者

AMS CLI をセットアップしま
す。

AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AMS コンソー
ルを開き、[ドキュメント] を選
択します。AMS CLI を含む.zip 
ファイルをダウンロードし、解
凍して、ローカルマシンにイン
ストールします。

AMS CLI をインストールした
ら、aws amscm helpコマンド
を実行します。出力では、AMS 
の変更管理プロセスに関する情
報が提供されます。

AWS システム管理者

RFC の CT ID と実行パラメータを抽出します。

タスク 説明 必要なスキル

RFC の CT ID、バージョン、実
行パラメータを抽出します。

各 RFC には、異なる CT ID、
バージョン、実行パラメータが
あります。この情報は、以下の
いずれかのオプションを使用し
て抽出できます。

1. AWS Managed Services ド
キュメントの RFC 使用例の
「CLI による変更リクエスト
の検索 (RFC)」セクションの
指示に従ってください。 

2. AMS コンソールを使用して、
同様のタイプの既存の RFC 
を開くか、テストとして新し
い RFC を作成します。RFC 
の CT ID と実行パラメータ
を使用してください。詳細
については、AWS Managed 
Services ドキュメントの「コ
ンソールで RFC を検索する」
を参照してください。

[Note:] (メモ:) このパターン
の Python オートメーショ
ンを他の RFC に適応させ

AWS システム管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
るには、ファイル（添付）
のams_stop_ec2_instance
Python コードファイル内のAMS 
Stop EC2 Instance.zip CT 
タイプとパラメータ値を、抽出
したものに置き換えます。

Python オートメーションを実行します。

タスク 説明 必要なスキル

Python オートメーションを実行
します。

1. AMS Stop EC2 
Instance.zipファイル (添
付) をローカルマシンにダウン
ロードし、ファイルを抽出し
ます。

2. EC2input_instances イン
スタンス情報で更新してくだ
さい。

3. ターミナルを開き、抽出した
コードのパスに移動します。

4. pythonams_stop_ec2_instance.py
コマンドを実行します。

AWS システム管理者

関連リソース
• 変更タイプとは
• CLI チュートリアル: 高可用性二層スタック (Linux/RHEL)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

デフォルトの暗号化で Amazon EBS ボリュームを
使用する AWS Cloud9 IDE を作成する

Janardhan Malyala (AWS) と Dhrubajyoti Mukherjee によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:オペレーション ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS Cloud9; 
AWS KMS
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概要

概要
デフォルトで暗号化を使用して、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームとスナップショッ
トコピーをAmazon Web Services (AWS) クラウド上に強制的に暗号化できます。 

デフォルトで暗号化された EBS ボリュームを使用する AWS Cloud9 統合開発環境 (IDE) を作成できま
す。ただし、AWS Cloud9 の AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロール
には、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーにアクセスする必要があります。アクセスが提供
されない場合、AWS Cloud9 IDE の起動に失敗し、デバッグが困難になる場合があります。 

このパターンでは、AWS Cloud9 用のサービスにリンクされたロールをEBS ボリュームで使用する AWS 
KMS キーに追加する手順を示します。このパターンで説明されている設定は、デフォルトで暗号化された 
EBS ボリュームを使用する IDE を正常に作成して起動するのに役立ちます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• EBS ボリュームではデフォルトの暗号化がオンになっています。デフォルトでの暗号化の詳細について

は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ドキュメントの「Amazon EElastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ドキュメント」を参照してください。

• 既存のお客様が EBS ボリュームを暗号化するための KMS キーを管理しました。

注:AWS Cloud9 用のサービスにリンクされたロールを作成する必要はありません。AWS Cloud9 開発環
境を作成すると、AWS Cloud9 はサービスにリンクされたロールを作成します。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• AWS Cloud9
• IAM
• AWS KMS

Tools
• AWS Cloud9 は、ソフトウェアのコーディング、ビルド、実行、テスト、デバッグを支援する統合開発

環境 (IDE) です。また、ソフトウェアを AWS クラウドにリリースするのにも役立ちます。
• Amazon EElastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス

タンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。
• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御すること

で、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、暗号化キーを作成および管理し、データを保護するの

に役立ちます。
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叙事詩

叙事詩
デフォルトの暗号化キー値を検索

タスク 説明 必要なスキル

EBS ボリュームのデフォルトの
暗号化キー値を記録します。

AWS マネジメントコンソールに
サインインし、Amazon EC2 コ
ンソールを開きます。EC2 ダッ
シュボードを選択し、アカウン
ト属性で EBS 暗号化を選択しま
す。値をコピーしてデフォルト
暗号化キーに記録します。

クラウドアーキテクト、 DevOps 
エンジニア

AWS KMS キーへのアクセスを提供

タスク 説明 必要なスキル

AWS Cloud9 に EBS ボリューム
の KMS キーへのアクセスを提供
します。

1. AWS KMS コンソールを開
き、[カスタマー管理キー] を
選択します。 Amazon EBS 
暗号化に使用する AWS KMS 
キーを選択し、[キーを表示] 
を選択します。

2. キーポリシータブで、キーポ
リシーのテキスト形式が表
示されていることを確認しま
す。テキストフォームが表示
されない場合は、[ポリシー
ビューに切り替える] を選択し
ます。

3. [編集] を選択します。[追加
情報 (p. 2319)] セクションの
コードをポリシーに追加し、
[変更を保存] を選択します。
ポリシーの変更により、AWS 
Cloud9 のサービスにリン
クされたロールがキーにア
クセスできるようになりま
す。AWSServiceRoleForAWSCloud9

キーポリシーの更新の詳細につ
いては、「キーポリシーを変更
する方法 (AWS KMS ドキュメン
ト)」を参照してください。

重要:AWS Cloud9 のサービス
にリンクされたロールは、最初
の IDE を起動したときに自動
的に作成されます。詳細につい
ては、AWS Cloud9 ドキュメン
トの「サービスにリンクされた

クラウドアーキテクト、 DevOps 
エンジニア

2318

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/key-policy-modifying.html#key-policy-modifying-how-to
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ロールの作成」を参照してくだ
さい。 

IDE を作成して起動する

タスク 説明 必要なスキル

AWS Cloud9 IDE を作成し、起動
します。

AWS Cloud9 コンソールを開
き、[環境を作成] を選択します。
AWS Cloud9 ドキュメントの
「EC2 環境の作成」の手順に
従って、要件に応じて IDE を設
定します。 

クラウドアーキテクト、 DevOps 
エンジニア

関連リソース
• AWS Cloud9 が使用する EBS ボリュームを暗号化する
• AWS Cloud9 のサービスにリンクされたロールを作成する
• AWS Cloud9 に EC2 環境を作成する

追加情報
AWS KMS キーポリシーの更新

<aws_accountid> は自分の AWS アカウント ID に置き換えます。

{ 
            "Sid": "Allow use of the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::<aws_accountid>:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow attachment of persistent resources", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::<aws_accountid>:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:ListGrants", 
                "kms:RevokeGrant" 
            ], 

2319

https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/using-service-linked-roles.html#create-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/create-environment-main.html
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/move-environment.html#encrypting-volumes
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/using-service-linked-roles.html#create-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/create-environment-main.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Config を使用して作成日に

基づいて AWS リソースを検索する

            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "kms:GrantIsForAWSResource": "true" 
                } 
            } 
        }

AWS Config の高度なクエリを使用して、作成日に
基づいて AWS リソースを検索する

作成者:インナ・サマン (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: オペレーション; 
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

AWS サービス: AWS Config; 
Amazon EBS; Amazon EC2; 
Amazon S3; AWS Lambda

概要
このパターンは、AWS Config の高度なクエリ機能を使用して、作成日に基づいて AWS リソースを検索す
る方法を示しています。

AWS Config の高度なクエリでは、SQL のサブセットを使用して、インベントリ管理、オペレーショナ
ルインテリジェンス、セキュリティ、コンプライアンスに関する AWS リソースの設定状態をクエリしま
す。これらのクエリを使用して、1 つの AWS アカウントと AWS リージョンにまたがる設定クエリを使用
して、1 つの AWS アカウントとリージョンにまたがる設定することができます。resourceCreationTimeプ
ロパティを使用するクエリを実行すると、特定の作成日に基づいて AWS リソースのリストを返すことが
できます。AWS config の高度なクエリは、次のいずれかを使用して実行することができます。

• AWS Config コンソールの AWS Config クエリエディタ
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)

このパターンの追加情報セクションにあるサンプルクエリは、特定の 60 日間に作成された AWS リソース
のリストを返します。クエリの出力には、特定された各リソースに関する以下の情報が含まれます。

• アカウント ID
• リージョン
• リソース名
• リソース ID
• リソースタイプ
• タグ
• 作成時刻

このクエリ例では、インベントリリストの範囲を特定のリソースタイプに限定する方法も示していま
す。「WHERE... IN」 ステートメント。同様のクエリを使用して、タグでも機能する他の AWS リソース
タイプを検索できます。

[Note:] (メモ:) 複数の AWS アカウントとリージョン、または AWS Organizations 組織全体でリソースを
クエリするには、AWS Config アグリゲーターを使用する必要があります。詳細については、AWS Config 
開発者ガイドの Multi-account multi-region data aggregation を参照してください。グローバルリソースは
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前提条件と制限

ホームリージョンでのみ記録されます。たとえば、AWS Identity and Access Management (IAM) はグロー
バルリソースであり、us-east-1 (バージニア北部リージョン) に記録されます。

前提条件と制限
前提条件

• サポートされているすべてのリソースタイプを記録するために AWS Config を有効にした 1 つ以上のア
クティブな AWS アカウント (デフォルト設定)

• (マルチアカウント、マルチリージョンのクエリ用) アクティブ化された AWS Config アグリゲーター

機能制限

• AWS Config の高度なクエリ結果はページ分割されます。エクスポートを選択すると、最大 500 件の結
果が AWS マネジメントコンソールからエクスポートされます。API を使用して、一度に最大 100 ペー
ジ分の結果を取得することもできます。

• AWS Config の高度なクエリは SQL のサブセットを使用しますが、それには独自の構文上の制限があり
ます。詳細については、『AWS AWS Config 開発者ガイド』の「AWS リソースの現在の設定状態をク
エリする際の制限」を参照してください。

Tools
Tools

• AWS Config は、AWS アカウントにあるリソースとその設定方法を提供します。これは、リソースがど
のように相互に関連しているかと、それらの設定が時間の経過とともにどのように変化したかを特定す
るのに役立ちます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

叙事詩
AWS Config の詳細クエリを実行する

タスク 説明 必要なスキル

クエリするリソースが AWS 
Config によってサポートされて
いることを確認します。

AWS Config がサポートする 
AWS リソースの完全なリスト
については、AWS Config 開発
者ガイドの「サポートされるリ
ソースタイプ」を参照してくだ
さい。

クラウド管理者

構成レコーダーが作成され、実
行中であることを確認します。

『AWS Config 開発者ガイド』の
「設定レコーダーの管理」の指
示に従ってください。

注:AWS Config はデフォルトの
設定レコーダーを自動的に作成
して起動します。

クラウド管理者

クエリを実行します。 『AWS Config 開発者ガイド』の
「SQL クエリエディタ (コンソー

クラウド管理者
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追加情報

タスク 説明 必要なスキル
ル) を使用したクエリ」または
「SQL クエリエディタを使用し
たクエリ (AWS CLI)」の指示に
従ってください。

[Note:] (メモ:) AWS CLI コマンド
の実行中にエラーが表示される
場合は、最新バージョンの AWS 
CLI を使用していることを確認し
てください。

単一の AWS アカウントとリー
ジョンのクエリの場合

クエリエディターページの [クエ
リスコープ] セクションで、必ず 
[このアカウントとリージョンの
み] を選択してください。

マルチアカウントおよびマルチ
リージョンクエリの場合

クエリエディターページの [クエ
リスコープ] セクションで、必ず 
AWS Config アグリゲーターを作
成して選択してください。詳細
については、AWS Config 開発
者ガイドの Multi-account multi-
region data aggregation を参照し
てください。

複数のアカウントまたはリー
ジョンにわたるクエリが機能し
ない場合は、AWS Config 開発者
ガイドの「マルチアカウントマ
ルチリージョンデータ集約のト
ラブルシューティング」の指示
に従ってください。

注:リソースタイプに基づい
てクエリの範囲を変更するに
は、WHERE ResourceType IN 
(...) コンストラクトを使用して
ください。クエリの例について
は、「追加情報」セクションの
「AWS Config の詳細クエリの
例」を参照してください。

追加情報
AWS Config の詳細クエリの例

次のクエリ例は、特定の 60 日間に作成された AWS リソースのリストを返します。AWS Config の詳細な
クエリ例については、AWS Config 開発者ガイドの「サンプルクエリ」を参照してください。
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AWS アカウントまたは組織の EBS 
スナップショットの詳細を表示する

SELECT 
  accountId, 
  awsRegion, 
  resourceName, 
  resourceId, 
  resourceType, 
  resourceCreationTime, 
  tags
WHERE 
  resourceType IN ( 
    'AWS::CloudFormation::Stack', 
    'AWS::EC2::VPC', 
    'AWS::EC2::Volume', 
    'AWS::EC2::Instance', 
    'AWS::RDS::DBInstance', 
    'AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer', 
    'AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct', 
    'AWS::EC2::NetworkInterface', 
    'AWS::EC2::Subnet', 
    'AWS::EC2::SecurityGroup', 
    'AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup', 
    'AWS::Lambda::Function', 
    'AWS::DynamoDB::Table', 
    'AWS::S3::Bucket' 
  ) 
  AND resourceCreationTime BETWEEN '2022-05-23T00:00:00.000Z' AND 
 '2022-07-23T17:59:51.000Z'
ORDER BY 
  accountId ASC, 
  resourceType ASC

データプライバシーと保護

AWS Config は各 AWS リージョンで個別にアクティブ化されます。 規制要件に準拠するには、地域アグ
リゲーターを個別に作成するなど、特別な考慮事項を適用する必要があります。詳細については、AWS 
Config 開発者ガイドの「AWS Config でのデータ保護」を参照してください。

IAM アクセス許可

AWS_ConfigRole AWS 管理ポリシーは、AWS Config の高度なクエリを実行するための最低限の権限セッ
トとして必要です。詳細については、『AWS Config 開発者ガイド』の「AWS Config に割り当てられた 
IAM ロールのアクセス権限」セクションの「設定の詳細を取得するための IAM ロールポリシー」を参照し
てください。

AWS アカウントまたは組織の EBS スナップショッ
トの詳細を表示する

アルン・チャンダピライ (AWS) とパラグ・ナグウェカー (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 運用; ストレージ
とバックアップ

AWS サービス: Amazon EBS
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概要

概要
このパターンは、Amazon Web Services (AWS) アカウントまたは AWS 組織の組織単位 (OU) にあるすべ
ての Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットのオンデマンドレポートを自動的に生
成する方法を示しています。 

Amazon EBS は easy-to-use、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 向けに設計された、スケー
ラブルで高性能なブロックストレージサービスです。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 向け
に設計されています。EBS ボリュームは、EC2 インスタンスにアタッチできる、耐久性に優れた永続スト
レージを提供します。EBS ボリュームをデータのプライマリストレージとして使用し、スナップショット
を作成して EBS point-in-time ボリュームのバックアップを取ることができます。AWS マネジメントコン
ソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、特定の EBS スナップショットの詳
細を表示できます。このパターンにより、AWS アカウントまたは OU 内のすべての EBS スナップショッ
トに関する情報をプログラム的に取得できます。

このパターンで提供されるスクリプトを使用して、各スナップショットに関するアカウント ID、スナップ
ショット ID、ボリューム ID とサイズ、スナップショットが作成された日付、インスタンス ID、説明など
の情報を含むカンマ区切り値 (CSV) ファイルを生成できます。EBS スナップショットにタグが付けられて
いる場合、レポートには所有者とチームの属性も含まれます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS CLI バージョン 2 のインストールと設定
• 適切な権限を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ロール (スクリプトを AWS 

Organizations から実行する予定の場合は、特定のアカウントまたは OU 内のすべてのアカウントに対す
るアクセス権限)

アーキテクチャ
次の図は、OU 内の複数の AWS アカウントに分散している EBS スナップショットのオンデマンドレポー
トを生成するスクリプトワークフローを示しています。

Tools
AWS サービス

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルの
ストレージボリュームを提供します。 

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されているかをコントロー
ルすることで、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを、お客様が作成して集中管理する組織に統合するの
に役立つアカウント管理サービスです。

Code
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エピック

このパターンで使用されるサンプルアプリケーションのコードは GitHub、aws-ebs-snapshots-
awsorganizationsリポジトリにあります。サンプルファイルを使用するには、次のセクションの指示に従
います。

エピック
スクリプトをダウンロードする

タスク 説明 必要なスキル

Python スクリプトをダウンロー
ドします。

スクリプト
GetSnapshotDetailsAllAccountsOU.pyGitHub
をリポジトリからダウンロード
します。

一般的な AWS

AWS アカウントの EBS スナップショットの詳細を取得

タスク 説明 必要なスキル

Python スクリプトを実行しま
す。

コマンドを実行します。

python3 getsnapshotinfo.py 
 --file <output-file>.csv --
region <region-name> 

where<output-file> は、配
置された EBS スナップショッ
トに関する情報が必要な CSV 
出力ファイルを指し<region-
name>、スナップショットが保
存されている AWS リージョンで
す。例:

python3 getsnapshotinfo.py 
 --file snapshots.csv --
region us-east-1 

一般的な AWS

組織の EBS スナップショットの詳細を取得

タスク 説明 必要なスキル

Python スクリプトを実行しま
す。

コマンドを実行します。

python3 getsnapshotinfo.py 
 --file <output-file>.csv 
 --role <IAM-role> --region 
 <region-name> 

where<output-file> は、
配置された EBS スナップ
ショットに関する情報が必

一般的な AWS
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
要な CSV 出力ファイルを
指し、<IAM-role>は AWS 
Organizations<region-name>
にアクセスする権限を与える
ロールであり、スナップショッ
トが保存されている AWS リー
ジョンを指します。例:

python3 getsnapshotinfo.py 
 --file snapshots.csv --
role <IAM role> --region us-
west-2

関連リソース
• Amazon EBS ドキュメント
• Amazon EBS アクション
• Amazon EBS API リファレンス
• Amazon EBS パフォーマンスの向上
• アマゾン EBS リソース
• EBS スナップショットの価格

追加情報
EBS スナップショットタイプ

Amazon EBS には、所有権とアクセスに基づいて次の 3 種類のスナップショットが用意されています。

• 自分が所有する — デフォルトでは、自分が所有するスナップショットからのみボリュームを作成できま
す。

• パブリックスナップショット — スナップショットを他のすべての AWS アカウントとパブリックに共有
できます。パブリックスナップを作成するには、スナップショットの権限を変更して、指定した AWS 
アカウントとスナップショットを共有します。許可を受けたユーザーは、共有するスナップショット
を、自分の EBS ボリュームを作成して使用できますが、元のスナップショットは影響を受けません。
暗号化されていないスナップショットをすべての AWS ユーザーに一般公開することもできます。ただ
し、セキュリティ上の理由から、暗号化されたスナップショットを公開することはできません。公開ス
ナップショットは、個人情報や機密データが公開される可能性があるため、重大なセキュリティリスク
をもたらします。EBS スナップショットをすべての AWS アカウントと共有しないことを強くお勧めし
ます。スナップショットの共有の詳細については、AWS のドキュメントを参照してください。

• プライベートスナップショット — スナップショットは、指定した個々の AWS アカウントと非公開で共
有できます。スナップショットを特定の AWS アカウントと非公開で共有するには、AWS ドキュメント
の指示に従い、権限設定で [Private] を選択します。許可を受けたユーザーは、共有するスナップショッ
トを使用して自分の EBS ボリュームを作成できますが、元のスナップショットは影響を受けません。

概要と手順

次の表は、未使用のスナップショットを見つけて削除することで EBS ボリュームコストを削減する方法
や、頻繁に、または高速に取得する必要のない、アクセス頻度の低いスナップショットをアーカイブする
方法など、EBS スナップショットに関する詳細情報へのリンクを示しています。 
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追加情報

についての情報 See

スナップショット、その機能、および制限事項 Amazon EBS スナップショットの作成

スナップショットの作成方法 コンソール: スナップショットを作成する

AWS CLI: スナップショット作成コマンド

例:

aws ec2 create-snapshot --volume-id 
 vol-1234567890abcdef0 --description " 
 volume snapshot"

スナップショットの削除 (一般情報) Amazon EBS スナップショットの削除

スナップショットを削除する方法 コンソール: スナップショットを削除する

AWS CLI: スナップショット削除コマンド

例:

aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id 
 snap-1234567890abcdef0

スナップショットのアーカイブ (一般情報) Amazon EBS スナップショットのアーカイブ

Amazon EBS スナップショットアーカイブ (ブログ
記事)

スナップショットをアーカイブする方法 コンソール: スナップショットをアーカイブする

AWS CLI: modify-snapshot-tier コマンド

アーカイブされたスナップショットを取得する方
法

コンソール: アーカイブされたスナップショットの
復元

AWS CLI: restore-snapshot-tier コマンド

スナップショット価格 アマゾン EBS 料金表

よくある質問

最小アーカイブ期間はどれくらいですか?

最小アーカイブ期間は 90 日です。

アーカイブされたスナップショットの復元にはどのくらい時間がかかりますか?

スナップショットのサイズによっては、アーカイブされたスナップショットをアーカイブ階層から標準階
層に復元するのに最大 72 時間かかる場合があります。

アーカイブされたスナップショットはフルスナップショットですか?

アーカイブされたスナップショットは、常に完全なスナップショットです。

ユーザーはどのスナップショットをアーカイブできますか?

アーカイブできるのは、アカウント内で所有しているスナップショットのみです。
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その他のパターン

登録済み Amazon マシンイメージ (AMI) のルートデバイスボリュームにあるスナップショットは、アーカ
イブできますか?

いいえ、登録済み AMI のルートデバイスボリュームにあるスナップショットは、アーカイブできません。

スナップショットを共有する際のセキュリティ上の考慮事項は何ですか?

スナップショットを共有すると、スナップショットのすべてのデータに他人がアクセスできるようになり
ます。スナップショットの共有は、自分のデータについて委託できる人とだけ行ってください。

別の AWS リージョンとスナップショットを共有するにはどうすればよいですか?

スナップショットは、スナップショットが作成されたリージョンに制限されます。別のリージョンとス
ナップショットを共有するには、そのリージョンにスナップショットをコピーして、そのコピーを共有し
ます。

暗号化されたスナップショットを共有できますか?

デフォルトの AWS 管理キーで暗号化されたスナップショットを共有することはできません。カスタマー
マネージド型キーでのみ暗号化されたスナップショットを共有できます。暗号化されたスナップショット
を共有する場合は、スナップショットの暗号化に使用されたカスタマーマネージド型キーも共有する必要
があります。

暗号化されていないスナップショットはどうですか?

暗号化されていないスナップショットは、パブリックに共有できます。

その他のパターン
• EC2 インスタンスに AMS アカウントの S3 バケットへの書き込みアクセスを許可する (p. 2656)
• Amazon Inspector と AWS Security Hub を使用して、クロスアカウントワークロードのセキュリティス

キャンを自動化します。 (p. 2366)
• AWS Config CloudTrail のカスタム修復ルールを使用して AWS を自動的に再有効化 (p. 2371)
• AWS IoT 環境のセキュリティイベントのロギングとモニタリングの設定 (p. 1067)
• Session Manager を使用した Amazon EC2 インスタンスへのConnect (p. 974)
• Amazon CloudWatch 異常検知を使用してカスタムメトリックスのアラームを作成する (p. 1182)
• AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon GuardDuty を条件付きで有効にする (p. 2468)
• AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、および DevOps OU にわたる Amazon 

Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。 (p. 1189)
• EC2 Windows インスタンスを取り込んで AWS Managed Services アカウントに移行する (p. 1501)
• を使用して SSM CloudWatch エージェントと Amazon EKS ワーカーノードにエージェントをインス

トールします preBootstrapCommands (p. 343)
• Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS メインフレームモダナイゼーションの統合 (p. 2149)
• Step Functions と Lambda プロキシ関数を使用して AWS CodeBuild アカウント全体でプロジェクトを

開始する (p. 843)
• AWS KMS キーの定期削除の監視と修正 (p. 2500)
• AWS Step Functions から AWS Systems Manager の自動化タスクを同期的に実行する (p. 2637)
• AWS Fargate を使用して、イベント駆動型でスケジュールされたワークロードを大規模に実行 (p. 2206)
• マルチリージョン、マルチアカウントの組織で AWS CloudFormation ドリフト検知を設定 (p. 1186)
• AWS Organizations を使用してTransit Gateway の添付ファイルに自動的にタグを付ける (p. 2298)
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複数のSaaS製品にわたるテナントを一元管理

SaaS
トピック

• 複数のSaaS製品のテナントを単一のコントロールプレーンで管理 (p. 2329)
• その他のパターン (p. 2336)

複数のSaaS製品のテナントを単一のコントロール
プレーンで管理

ラマンナ・アバンチャ（AWS）、ジェニファー・パスカル（AWS）、キシャン・カバラ（AWS）、アヌ
シャ・マンダバ（AWS）によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:SaaS AWS サービス:Amazon 
API Gateway、Amazon 
Cognito、AWS Lambda、AWS 
Step Functions、Amazon 
DynamoDB

概要
このパターンは、AWS クラウドの 1 つのコントロールプレーンで複数の SaaS (Software as a Service) 製
品にわたるテナントのライフサイクルを管理する方法を示しています。提供されているリファレンスアー
キテクチャは、組織が個々の SaaS 製品にわたる冗長な共有機能の実装を減らし、大規模なガバナンスの
効率化を実現するのに役立ちます。

大企業は、さまざまな事業部門にまたがる複数のSaaS製品を持つことができます。これらの製品は、多く
の場合、外部テナントがさまざまなサブスクリプションレベルで使用できるようにプロビジョニングする
必要があります。共通のテナントソリューションがなければ、IT管理者は製品のコア機能開発に集中する
代わりに、複数のSaaS APIにわたる未差別な機能の管理に時間を費やす必要があります。

このパターンで提供される共通テナントソリューションは、次のような組織の共有SaaS製品機能の多くを
一元管理するのに役立ちます。

• セキュリティ
• テナントプロビジョニング
• テナントデータストレージ
• テナントコミュニケーション
• プロダクトマネジメント
• メトリックの記録とモニタリング

前提条件と制限
前提条件
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アーキテクチャ

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon Cognito またはサードパーティーの ID プロバイダー (IdP) に関する知識
• Amazon API Gateway の知識
• AWS Lambda に関する知識
• Amazon DynamoDB に関する知識
• AWS Identity and Access Management (IAM) の知識
• AWS Step Functions の知識
• AWS CloudTrail とアマゾンの知識 CloudWatch
• Python のライブラリとコードに関する知識
• さまざまなタイプのユーザー (組織、テナント、管理者、アプリケーションユーザー)、サブスクリプ

ションモデル、テナント分離モデルを含む SaaS API に関する知識
• 組織のマルチプロダクト SaaS 要件とマルチテナントサブスクリプションに関する知識

機能制限

• 一般的なテナントソリューションと個々の SaaS 製品との統合は、このパターンではカバーされませ
ん。

• このパターンでは、Amazon Cognito サービスは単一の AWS リージョンにのみデプロイされます。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon API Gateway
• Amazon Cognito
• AWS CloudTrail
• アマゾン CloudWatch
• Amazon DynamoDB
• IAM
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• AWS Step Functions

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS クラウドの 1 つのコントロールプレーンで複数の SaaS 製品にわたるテナントライフサ
イクルを管理するワークフローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. AWS ユーザーは、API Gateway エンドポイントを呼び出すことで、テナントのプロビジョニング、製
品のプロビジョニング、または管理関連のアクションを開始します。

2. ユーザーは Amazon Cognito ユーザープールまたは別の IdP から取得したアクセストークンによって認
証されます。

3. 個々のプロビジョニングタスクまたは管理タスクは、API Gateway API エンドポイントと統合された 
Lambda 関数によって実行されます。
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Tools

4. 共通テナントソリューション (テナント、製品、ユーザー用) の管理 API は、必要な入力パラメータ、
ヘッダー、トークンをすべて収集します。次に、管理 API は関連する Lambda 関数を呼び出します。

5. 管理 API と Lambda 関数の両方の IAM 権限は、IAM サービスによって検証されます。
6. Lambda 関数は、DynamoDB と Amazon S3 の (テナント、製品、およびユーザーの) カタログからデー

タを保存および取得します。
7. 権限が検証されると、AWS Step Functions ワークフローが呼び出され、特定のタスクが実行されま

す。図の例は、テナントプロビジョニングワークフローを示しています。
8. 個々の AWS Step Functions ワークフロータスクは、あらかじめ決められたワークフロー (ステートマシ

ン) で実行されます。
9. 各ワークフロータスクに関連付けられた Lambda 関数の実行に必要な重要なデータは、DynamoDB ま

たは Amazon S3 から取得されます。他の AWS リソースは、AWS CloudFormation テンプレートを使
用してプロビジョニングする必要がある場合があります。

10.必要に応じて、ワークフローは特定の SaaS 製品用の追加の AWS リソースをプロビジョニングするリ
クエストをその製品の AWS アカウントに送信します。

11.リクエストが成功または失敗すると、ワークフローはステータス更新を Amazon SNS トピックにメッ
セージとして公開します。

12.Amazon SNS は、Step Functions ワークフローの Amazon SNS トピックに登録されています。
13.次に、Amazon SNS はワークフローのステータス更新を AWS ユーザーに送信します。
14.API 呼び出しの監査証跡を含む、各 AWS サービスのアクションのログがに送信されます 

CloudWatch。 CloudWatch ユースケースごとに特定のルールとアラームを設定できます。
15.ログは監査目的で Amazon S3 バケットにアーカイブされます。

自動化とスケール

このパターンでは、 CloudFormation テンプレートを使用して一般的なテナントソリューションのデプロ
イを自動化します。テンプレートは、関連するリソースを迅速に売り上げたり下げたりするのにも役立ち
ます。

詳細については、AWS  CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation テンプレートの使用」
を参照してください。

Tools
Tools

• Amazon API Gateway は、いずれの規模でも REST、HTTP、 WebSocket API を作成、発行、保守、モ
ニタリング、保護するのに役立ちます。

• Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供しま
す。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用リスクの監査に役
立ちます。

• Amazon CloudWatch は、AWS で実行されている AWS リソースやアプリケーションのメトリックをリ
アルタイムに実行するのに役立ちます。

• Amazon DynamoDB はフルマネージド NoSQL データベースサービスであり、高速で予測可能でスケー
ラブルなパフォーマンスを提供します。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証および使用許可されるかを制御して、AWS 
リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理したりせずにコードを実行するのに役立つコン
ピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングするため、課金
は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、および取得するの
に役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
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ベストプラクティス

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ
ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

• AWS Step Functions ctionsは、AWS Lambda関数と他のサービスを組み合わせてビジネスクリティカル
なアプリケーションを構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

ベストプラクティス
このパターンのソリューションでは、単一のコントロールプレーンを使用して複数のテナントのオンボー
ディングを管理し、複数のSaaS製品へのアクセスをプロビジョニングします。コントロールプレーンは、
管理ユーザーが他の 4 つの機能固有のプレーンを管理するのに役立ちます。

• セキュリティプレーンイベント
• ワークフロープレーンイベント
• コミュニケーションプレーンイベント
• ロギングとモニタリングプレーンイベント

叙事詩
セキュリティプレーンの設定

タスク 説明 必要なスキル

マルチテナント SaaS プラット
フォームの要件を設定します。

以下の詳細な要件を設定しま
す。

• テナント
• Users
• ロール
• SaaS 製品
• サブスクリプション
• プロフィール交換

クラウドアーキテクト、AWS シ
ステム管理者

Amazon Cognito サービスをセッ
トアップします。

Amazon Cognito 開発者ガイド
の「Amazon Cognito の使用を開
始する」の指示に従ってくださ
い。

クラウドアーキテクト

必要な IAM ポリシーを設定しま
す。

ユースケースに必要なIAMポリ
シーを作成します。次に、ポリ
シーを Amazon Cognito の IAM 
ロールにマッピングします。

詳細については、Amazon 
Cognito 開発者ガイドの「ポリ
シーによるアクセス管理」と
「ロールベースのアクセス制
御」を参照してください。

クラウド管理者、クラウドアー
キテクト、AWS IAM セキュリ
ティ

必要な API 権限を設定します。 IAM ロールとポリシー、Lambda 
オーソライザーを使用して API 
Gateway のアクセス権限を設定
します。

クラウド管理者、クラウドアー
キテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
手順については、Amazon API 
Gateway 開発者ガイドの以下
のセクションを参照してくださ
い。

• IAM アクセス許可により API 
へのアクセスを制御する

• API Gateway Lambda オーソ
ライザーを使用する

データプレーンイベント

タスク 説明 必要なスキル

必要なデータカタログを作成し
ます。

1. ユーザーカタログのデータを
保存する DynamoDB テーブル
を作成します。ユーザー属性
とロールを必ず含めてくださ
い。また、各ユーザーとロー
ルの必須属性とオプション属
性を維持するために、必ずカ
タログテーブルでデータモデ
リングを実行してください。

2. 製品カタログのデータを保存
する DynamoDB テーブルを作
成します。SaaS 製品の特定の
ユースケースを必ずモデル化
してください。

3. テナントカタログのデータを
保存する DynamoDB テーブ
ルを作成します。テナント
用のサブスクリプションモデ
ル、マルチ SaaS サブスクリ
プション用の製品とライセン
ス、タグを必ず設定してくだ
さい。

詳細については、Amazon
DynamoDB 開発者ガイドの
「DynamoDB のセットアップ」
を参照してください。

DBA

コントロールプレーンイベント

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数と API Gateway API 
を作成して、必要なコントロー
ルプレーンタスクを実行しま
す。

Lambda 関数と API Gateway API 
を個別に作成して、以下を追
加、削除、管理します。

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• Users
• テナント
• 製品

詳細については、AWS Lambda
開発者ガイドの「AWS Lambda 
を Amazon API Gateway で使用
する」を参照してください。

ワークフロープレーンの設定

タスク 説明 必要なスキル

AWS Step Functions ワークフ
ローが実行する必要があるタス
クを特定します。

以下の AWS Step Functions ワー
クフロー要件の詳細を確認して
文書化してください。

• Users
• テナント
• 製品

重要:主要な利害関係者が要件を
承認していることを確認してく
ださい。

アプリ所有者

必要な AWS Step Functions ワー
クフローを作成します。

1. AWS Step Functions でユー
ザー、テナント、製品に必
要なワークフローを作成しま
す。詳細については、AWS 
Step Functions デベロッパー
ガイドを参照してください。

2. 再試行とエラー処理のメカニ
ズムを確認してください。詳
細については、AWS ブログ
の「エラー、再試行、Step 
Function ステートマシンへの
アラートの追加」を参照して
ください。

3. Lambda 関数を使用してワー
クフローステップを実装しま
す。手順については、AWS
Step Functions 開発者ガイ
ドの「Lambda を使用するス
テップファンクションステー
トマシンの作成」を参照して
ください。

4. 必要に応じて、外部サービス
を AWS Step Functions と統
合します。

5. 各ワークフローのステータス
を DynamoDB テーブルで管理

アプリ開発者、ビルドリーダー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
し、Amazon SNS を使用して
各ワークフローのステータス
を伝えます。

通信プレーンの設定

タスク 説明 必要なスキル

Amazon SNS トピックを作成し
ます。

Amazon SNS トピックを作成す
ると、以下に関する通知を受け
取ることができます。

• ワークフローのステータス
• エラー
• 再試行

詳細については、Amazon SNS 
開発者ガイドの「SNS トピック
の作成」を参照してください。

アプリオーナー、クラウドアー
キテクト

各 Amazon SNS トピックにエン
ドポイントを登録します。

Amazon SNS トピックに発行
されたメッセージを受信するに
は、各トピックにエンドポイン
トを登録する必要があります。

詳細については、Amazon SNS
開発者ガイドの Amazon SNS ト
ピックへのサブスクライブを参
照してください。

アプリ開発者、クラウドアーキ
テクト

ロギングとモニタリングプレーンイベント

タスク 説明 必要なスキル

共通テナントソリューションの
各コンポーネントのロギングを
有効にします。

作成した共通テナントソリュー
ションの各リソースについて、
コンポーネントレベルでロギン
グを有効にします。

手順については、以下を参照し
てください。

• API Gateway REST API または 
WebSocket API CloudWatch 
のトラブルシューティング用
にログを有効にする方法を教
えてください。 (AWS ナレッ
ジセンター)

• CloudWatch ログを使ったロギ
ング (AWS Step Functions 開
発者ガイド)

アプリ開発者、AWS システム管
理者、クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
• Python での AWS Lambda 関

数ロギング (AWS Lambda 開
発者ガイド)

• Amazon Cognito グニートで
のロギングとモニタリング
(Amazon Cognito 開発者ガイ
ド)

• Amazon によるモニタリン
グ CloudWatch (Amazon 
DynamoDB 開発者ガイド)

注:IAM ポリシーを使用して、
各リソースのログを一元化さ
れたログアカウントに統合でき
ます。詳細については、「集中
ログ記録と複数アカウントのセ
キュリティガードレール」を参
照してください。

共通テナントソリューションのプロビジョニングと導入

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
作成します。

CloudFormation テンプレートを
使用して、一般的なテナントソ
リューションとそのすべてのコ
ンポーネントの展開とメンテナ
ンスを自動化します。

詳細については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイド
を参照してください。

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア、 CloudFormation 開発者

関連リソース
• Amazon Cognito ユーザープールをオーソライザーとして使用して REST API へのアクセスを制御する

(Amazon API Gateway デベロッパーガイド)
• API Gateway Lambda オーソライザーを使用する (Amazon API Gateway 開発者ガイド)
• Amazon Cognito ユーザープール (Amazon Cognito デベロッパーガイド)
• CloudWatch クロスアカウントクロスリージョンコンソール (Amazon CloudWatch ユーザーガイド)

その他のパターン
• 以下を使用して移行戦略の特定と計画を自動化します AppScore (p. 1239)
• AWS を使用して AppStream 2.0 リソースの作成を自動化 CloudFormation (p. 918)
• Amazon OpenSearch Service でマルチテナントのサーバーレスアーキテクチャを構築 (p. 2057)
• AWS Lambda トークン自動販売機を使用して Amazon S3 の SaaS テナント分離を実装する (p. 2123)
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https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/python-logging.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/python-logging.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/centralized-logging-and-multiple-account-security-guardrails.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/centralized-logging-and-multiple-account-security-guardrails.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/centralized-logging-and-multiple-account-security-guardrails.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
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https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-identity-pools.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Cross-Account-Cross-Region.html
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その他のパターン

• Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS メインフレームモダナイゼーションの統合 (p. 2149)
• C# と AWS CDK を使用したサイロモデルの SaaS アーキテクチャでのテナントオンボーディン

グ (p. 2212)
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セキュリティ、アイデンティティ、
コンプライアンス

トピック
• Amazon Cognito ID プールを使用して ASP.NET コアアプリケーションから AWS サービスにアクセス

する (p. 2339)
• AWS Directory Service を使用してAmazon EC2 でMicrosoft SQL Server を認証します (p. 2344)
• Azure AD を使用する AWS マルチアカウント環境の SAML 2.0 フェデレーションを自動化す

る (p. 2348)
• インシデント対応とフォレンジックを自動化 (p. 2355)
• AWS Security Hub 標準調査結果の修正を自動化 (p. 2361)
• Amazon Inspector と AWS Security Hub を使用して、クロスアカウントワークロードのセキュリティ

スキャンを自動化します。 (p. 2366)
• AWS Config CloudTrail のカスタム修復ルールを使用して AWS を自動的に再有効化 (p. 2371)
• 暗号化されていない Amazon RDS DB インスタンスとクラスターを自動的に修正する (p. 2377)
• AWS Organizations と AWS Secrets Manager を使用して、IAM ユーザーアクセスキーを大規模に自動

的にローテーションします (p. 2384)
• IAM アクセスアナライザーと AWS CloudFormation マクロを使用して CodePipeline、IAM ポリシーと

ロールを AWS アカウントに自動的に検証してデプロイします。 (p. 2393)
• AWS Security Hub を Jira ソフトウェアと双方向で統合 (p. 2398)
• EC2 Image Builder と Terraform を使用して、強化されたコンテナイメージのパイプラインを構

築 (p. 2408)
• 一元化されたロギングと複数アカウントのセキュリティガードレール (p. 2417)
• Amazon CloudFront ディストリビューションでアクセスログ、HTTPS、TLS バージョンを確認す

る (p. 2426)
• IPv4 と IPv6 のセキュリティグループ進入ルールに単一ホストネットワークエントリがないか確認す

る (p. 2429)
• 複数の AWS アカウントからの Prowler のセキュリティ調査結果の統合レポートを作成する (p. 2433)
• AWS Config および AWS Systems Manager を使用して、使用されていない Elastic Block Store 

(Amazon EBS) ボリュームを、AWS Config および AWS システムマネージャーを使用して削除しま
す。 (p. 2453)

• Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティ自動化をデプロイする (p. 2457)
• Step Functions を使用して IAM アクセスアナライザーで IAM ポリシーを動的に生成する (p. 2461)
• AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon GuardDuty を条件付きで有効にする (p. 2468)
• Amazon RDS for SQL Server で有効化 (p. 2473)
• AWS CloudFormation スタックが承認された S3 バケットから起動されていることを確認す

る (p. 2477)
• AWS ロードバランサーが安全なリスナープロトコル (HTTPS、SSL/TLS) を使用していることを確認

する (p. 2480)
• 保存時の Amazon EMR データの暗号化が起動時に有効になっていることを確認する (p. 2484)
• IAM プロファイルがEC2 インスタンスと関連付けられていることを確認します。 (p. 2488)
• Amazon Redshift クラスターの作成時に暗号化されていることを確認する (p. 2492)
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Amazon Cognito を使用して ASP.NET 

から AWS サービスにアクセスする

• を使用して AWS IAM ID センター ID とその割り当てのレポートをエクスポートします。 
PowerShell (p. 2496)

• AWS KMS キーの定期削除の監視と修正 (p. 2500)
• 属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を使用してパブリックサブネットを保護します (p. 2505)
• Okta を AWS IAM Identity Center と統合して、ユーザー、ロール、マルチアカウントアクセスを管理

します (p. 2512)
• AWS Secrets Manager を使用して認証情報管理 (p. 2521)
• Amazon EMR クラスターの起動時に転送中の暗号化を監視する (p. 2525)
• Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化を監視する (p. 2529)
• AWS Config を使用して EC2 インスタンスのキーペアを監視する (p. 2533)
• ElastiCache セキュリティグループのクラスターを監視 (p. 2537)
• IAM ルートユーザーのアクティビティを監視 (p. 2540)
• IAM ユーザーが作成されたときに通知を送信する (p. 2546)
• 信頼できるソース IP アドレス範囲を通じて IAM ID センターと IAM ユーザーの AWS API へのアクセ

スを制限します (p. 2549)
• git-secrets を使用して Git リポジトリをスキャンして機密情報やセキュリティ上の問題がないか調べ

る (p. 2551)
• AWS Network Firewall から Slack チャンネルにアラートを送信 (p. 2556)
• AWS プライベート CA と AWS RAM を使用してプライベート証明書管理を簡素化します (p. 2564)
• マルチアカウント環境では、すべての Security Hub メンバーアカウントのセキュリティ標準制御を無

効にする (p. 2570)
• を使用して AWS IAM アイデンティティセンターから AWS CLI 認証情報を更新する 

PowerShell (p. 2574)
• AWS Config を使用して Amazon Redshift のセキュリティ設定をモニタリングする (p. 2580)
• Network Firewall を使用して、アウトバウンドトラフィックのサーバー名表示 (SNI) から DNS ドメイ

ン名を取得します。 (p. 2584)
• Terraform GuardDuty を使用して組織の Amazon を自動的に有効化する (p. 2594)
• 新しい Amazon Redshift クラスターに SSL エンドポイントが必要であることを確認する (p. 2604)
• 新しい Amazon Redshift クラスターが VPC で起動することを確認する (p. 2608)
• その他のパターン (p. 2612)

Amazon Cognito ID プールを使用して ASP.NET コ
アアプリケーションから AWS サービスにアクセス
する

作成者:ビブティ・サフ (AWS)

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: ウェブサイトと
ウェブアプリ、セキュリティ、
アイデンティティ、コンプライ
アンス

AWS サービス: Amazon Cognito
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概要

概要
このパターンでは、Amazon Cognito ユーザープールと ID プールを設定し、認証が成功した後に 
ASP.NET Core アプリケーションが AWS リソースにアクセスできるようにする方法について説明してい
ます。

Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供しま
す。 Amazon Cognito の主な 2 つのコンポーネントは、ユーザープールと ID プールです。

ユーザープールは、Amazon Cognito のユーザーディレクトリです。ユーザープールを使用すると、ユー
ザーは Amazon Cognito 経由でウェブまたはモバイルアプリにログインできます。また、ユーザーは 
Google、Facebook、Amazon、Apple などのソーシャル ID プロバイダー、および SAML ベースの ID プロ
バイダー経由でユーザープールにサインインすることもできます。

Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) は、ユーザーのために一意の ID を作成し、ID プロバ
イダーでそれらをフェデレートすることを可能にします。ID プールを使用すると、権限が制限された一時
的な AWS 認証情報を取得して、AWS の他のサービスにアクセスすることができます。新しい Amazon 
Cognito ID プールを使用する前に、1 つ以上の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを割
り当てて、アプリケーションユーザーに AWS リソースに対して付与するアクセスレベルを決定する必
要があります。ID プールでは、認証された ID と認証されていない ID という 2 種類の ID が定義されま
す。IAM では、各 ID タイプに独自のロールを割り当てることができます。認証された ID は、パブリッ
クログインプロバイダー (Amazon Cognito ユーザープール、Facebook、Google、SAML、または任意の 
OpenID Connect プロバイダー)、またはデベロッパープロバイダー (独自のバックエンド認証プロセス) に
よって認証されたユーザーに属します。Amazon Cognito がユーザーリクエストを受け取ると、このサー
ビスはそのリクエストが認証されたか認証されていないロールを判別し、そのロールにアタッチされたポ
リシーを使用してそのロールにアタッチされたポリシーを使用してそのロールにアタッチされたポリシー
を使用してそのロールにアタッチされたポリシーを使用してそのロールにアタッチされたポリシーを使用
してそのロールにアタッチされたポリシーを使用して応答を返します。 

前提条件と制限
前提条件

• Amazon Cognito と AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可を持った AWS アカウ
ント

• 使用したい AWS リソースへのアクセス
• ASP.NET Core 2.0.0 以降

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon Cognito
• ASP.NET Core

ターゲットアーキテクチャ

Tools
ツール、SDK、および AWS サービス

• Visual Studio、Visual Studio Code
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エピック

• アマゾン。 AspNetCore.Identity.Cognito (1.0.4)- NuGet パッケージ
• AWSSDK.S3 (3.3.110.32)- NuGet パッケージ
• Amazon Cognito 

Code

添付の.zip ファイルには、以下を説明するサンプルファイルが含まれています。

• ログインしているユーザーのアクセストークンを取得する方法
• アクセストークンを AWS 認証情報と交換する方法
• AWS の認証情報を使用して Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) サービスにアクセスする方

法

認証済みアイデンティティの IAM ロール

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "mobileanalytics:PutEvents", 
        "cognito-sync:*", 
        "cognito-identity:*", 
        "s3:ListAllMyBuckets*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

エピック
Amazon Cognito ユーザープールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ユーザープールを作成します。 AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして Amazon 
Cognito コンソール (https://
console.aws.amazon.com/
cognito/home) を開きます。
「ユーザープールの管理」を選
択します。ページの右上にある 
[ユーザープールを作成する] を
選択します。ユーザープールの
名前を入力し、[デフォルトを確
認する] を選択して、[プールの作
成] を選択します。プール ID を
メモします。

デベロッパー

アプリケーションクライアント
の追加。

アプリを作成して、組み込み
ウェブページを使用し、ユー

デベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ザーのサインアップとサインイ
ンを行うことができます。ユー
ザープールページの左側にある
ナビゲーションバーで、[一般設
定] から [アプリクライアント] を
選択し、[アプリクライアントの
追加] を選択します。アプリに
名前を付け、[アプリクライアン
トの作成] を選択します。アプリ
ケーションクライアント ID とク
ライアントシークレットをメモ
します (クライアントシークレッ
トを表示するには [詳細を表示] 
を選択します)。

Amazon Cognito アイデンティティプールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ID プールを作成します。 Amazon Cognito コンソールで、
[ID プールの管理] を選択し、[新
しい ID プールの作成] を選択
します。アイデンティティプー
ルの名前を入力します。非認証
IDを有効にする場合は、「非認
証ID」セクションからそのオプ
ションを選択してください。[認
証プロバイダー] セクションで、
ユーザープール ID とアプリクラ
イアント ID を設定して Cognito 
ID プールを設定し、[プールの作
成] を選択します。

デベロッパー

ID プールに IAM ロールを割り当
てます。

認証済みユーザーと非認証ユー
ザーの IAM ロールを編集する
か、デフォルトのままにして [許
可] を選択できます。このパター
ンでは、認証された IAM ロール
を編集し、s3: へのアクセスを
提供しますListAllMyBuckets。サ
ンプルコードについては、「使
用するツール」セクションにあ
る IAM ロールを参照してくださ
い。

デベロッパー

アイデンティティプール ID をコ
ピーします。

前のステップで「許可」を選択
すると、「Amazon Cognito の
使用開始」ページが表示されま
す。このページでは、[AWS 認
証情報の取得] セクションから 
ID プール ID をコピーするか、右
上の [ID プールの編集] を選択し
て、表示される画面から ID プー
ル ID をコピーできます。

デベロッパー
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関連リソース

サンプルアプリの設定

タスク 説明 必要なスキル

サンプル ASP.NET Core ウェブ
アプリのクローンをします。

https://github.com/aws/aws-
aspnet-cognito-identity-
provider.git からサンプル .NET 
コア Web アプリケーションのク
ローンを作成します。サンプル
フォルダに移動して、ソリュー
ションを開きます。このプロ
ジェクトでは、appsettings.json 
ファイルを設定し、サインイン
が成功した後にすべての S3 バ
ケットをレンダリングする新し
いページを追加します。

デベロッパー

依存関係を追加する。 Amazon NuGet の依
存関係を追加します。 
AspNetCore.Identity.Cognito を 
ASP.NET Core アプリケーショ
ンに接続します。

デベロッパー

構成キーと値を appsettings.json 
に追加します。

添付の appsettings.json ファイル
のコードを appsettings.json ファ
イルに含め、プレースホルダー
を前のステップの値に置き換え
ます。

デベロッパー

新しいユーザーを作成して、サ
インインします。

Amazon Cognito ユーザープール
に新しいユーザーを作成し、そ
のユーザーがユーザープールの
「ユーザーとグループ」に存在
することを確認します。

デベロッパー

MyS3 バケットという新しい 
Razor ページを作成します。

新しい ASP.NET コア Razor 
ページをサンプルアプリに
追加し、添付されたサンプ
ルの mys3Bucket.cshtml と 
mys3Bucket.cshtml.cs の
コンテンツを置き換えま
す。_Layout.cshtml ページの
ナビゲーションの下に新しい 
MyS3Bucket ページを追加しま
す。

デベロッパー

関連リソース
• Amazon Cognito
• Amazon Cognito ユーザープール
• Amazon Cognito ID プール
• アクセスポリシーサンプル
• GitHub -AWS ASP.NET Cognito アイデンティティプロバイダー
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添付ファイル

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Directory Service を使用してAmazon EC2 で
Microsoft SQL Server を認証します

ジャガディッシュ・カントブガタ (AWS) とオルダフン・バデ・アジダフン (AWS) が作成

環境:PoC またはパイロット ソース:アクティブディレクトリ 対象:AWS Directory Service

R タイプ:該当なし ワークロード:マイクロソフト テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、データベース

AWS サービス:AWS Directory 
Service

概要
このパターンは、AWS Directory Service ディレクトリを作成し、それによって Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスでMicrosoft SQL Server を認証する方法を示しています。

AWS Directory Service（AWS Directory サービス）は、Amazon Cloud Directory と Microsoft AD (AD) を
他の AWS サービスと併用するための方法をいくつか提供します。ディレクトリはユーザー、グループ、
デバイスに関する情報を保存します。管理者は、ユーザー、グループ、デバイスに関する情報を保存し
ます。管理者は、ユーザー、グループ、デバイスに関する情報を保存します。管理者は、ユーザー、グ
ループ、デバイスに関する情報を保存します。AWS Directory Service（Directory Service）は、既存の 
Microsoft AD や Lightweight Directory Access プロトコル (Lightweディレクトプロトコル) 対応のアプリ
ケーションをクラウド上で使用するユーザー向けに、複数のディレクトリオプションを提供します。ま
た、開発者がディレクトリによってユーザー、グループ、デバイス、およびアクセスを管理する場合に
も、同じオプションを提供します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 2 つ以上のプライベートサブネットと 2 つのパブリックサブネットを持つ Virtual Private Cloud (VPC)
• サーバーをドメインに結合する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• ソースはオンプレミスの Active Directory でもかまいません。
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Tools

ターゲットテクノロジースタック

•  AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)

ターゲットアーキテクチャ

Tools
• SQL Server Management Studio (SSMS) は、Microsoft SQL Server コンポーネントへのアクセス、構

成、管理を含む Microsoft SQL Server を管理するためのツールです。

叙事詩
ディレクトリを設定する

タスク 説明 必要なスキル

ディレクトリタイプとして AWS 
マネージド Microsoft AD を選択
します。

AWS Directory Service コンソー
ルで、[ディレクトリ]、[ディレ
クトリをセットアップ]、[AWS 
Managed Microsoft AD]、[次へ] 
を選択します。

DevOps

エディションを選択してくださ
い。

AWS マネージド Microsoft AD 
の利用可能なエディションか
ら、スタンダードエディション
を選択してください。

DevOps

ディレクトリの DNS 名を指定し
ます。

完全修飾ドメイン名を使用して
ください。この名前は、VPC 内
でのみ解決されます。パブリッ
クに解決可能である必要はあり
ません。

DevOps

管理者パスワードを設定しま
す。

Admin という名前のデフォルト
管理ユーザーのパスワードを設
定します。

DevOps

VPC とサブネットを選択しま
す。

ディレクトリとドメインコント
ローラーのサブネットを含む 
VPC を選択します。2 つ以上の
サブネットを持つ VPC がない場
合は、1 つ作成している必要があ
ります。

DevOps

ディレクトリを確認と起動しま
す。

ディレクトリのエディションと
価格情報を確認し、[ディレクト
リを作成] を選択します。

DevOps
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叙事詩

ドメイン内の SQL Server の EC2 インスタンスを起動する

タスク 説明 必要なスキル

SQL サーバーの AMI を選択しま
す。

このエピックの手順
は、Windows EC2 インスタンス
を AWS マネージド Microsoft AD 
ディレクトリにシームレスに結
合します。

Amazon EC2 コンソールで [イン
スタンスを起動] を選択し、SQL 
Server に適切な Amazon マシン
イメージ (AMI) を選択します。

DevOps、DBA

インスタンスの詳細の設定 SQL サーバーの要件を満たすよ
うに Windows インスタンスを構
成します。

DevOps、DBA

のkey pair 名を選択します。 key pair を選択し、インスタンス
を起動します。

DevOps、DBA

ネットワークを追加します。 ディレクトリを作成した VPC を
選択できます。

DevOps、DBA

[IAM role (IAM ロール)] を選択し
ます。

詳細設定
で、AWSAmazonSSMManagedInstanceCoreAmazonSSMDirectoryServiceAccess
管理ポリシーが添付されている 
IAM プロファイルを選択しま
す。

DevOps、DBA

サブネットを追加します。 VPC 内のいずれかのパブリック
サブネットを選択します。選択
するサブネットで、すべての外
部トラフィックがインターネッ
トゲートウェイにルーティング
されるように選択する必要があ
ります。そうしないと、インス
タンスにリモート接続すること
はできません。

DevOps、DBA

ドメインを選択します。 ドメイン参加ディレクトリリス
トから作成したドメインを選択
します。

DevOps、DBA

インスタンスを起動します。 Launch instance (インスタンスの
起動) を選択します。

DBA

Directory Service を使用して SQL Server を認証する

タスク 説明 必要なスキル

Windows 管理者としてログイン
します。

Windows 管理者認証情報を使用
して Windows EC2 インスタンス
にログインします。

DBA
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

SQL サーバーにログインしま
す。

SQL Server Management Studio 
(SSMS) を起動します。そし
て、Windows 認証方法を使用し
て SQL Server にログインしま
す。

DBA

ディレクトリユーザーのログイ
ンを作成します。

SSMS で、[セキュリティ] を選
択し、[新規ログイン] を選択しま
す。

DBA

ログイン名を検索します。 ログインテキストボックスの横
にある検索ボタンを選択しま
す。

DBA

場所を選択してください。 [ユーザーまたはグループの選択] 
ダイアログボックスで、[場所] を
選択します。

DBA

ネットワーク認証情報を入力し
ます。

ディレクトリサービスの作成
時に使用した完全修飾ネット
ワーク認証情報を入力します 
(例:)test.com\admin。

DBA

ディレクトリを選択します｡ AWS ディレクトリ名を選択
し、OK を選択します。

DBA

オブジェクト名を選択します。 ログインを作成する対象のユー
ザーを選択します。場所を選
択し、ディレクトリ全体を選択
し、ユーザーを検索して、ログ
インを追加します。

DBA

SQL Server インスタンスにログ
インします。

ドメイン認証情報を使用して 
SQL Server の Windows EC2 イ
ンスタンスにログインします。

DBA

SQL Server にドメインユーザー
としてログインします。

SSMS を起動し、Windows 認証
方法を使用してデータベースエ
ンジンに接続します。

DBA

関連リソース
• AWS Directory Service ドキュメント (AWS ウェブサイト)
• AWS マネージド Microsoft AD ディレクトリを作成する (AWS Directory Service ドキュメント)
• Windows EC2 インスタンスにシームレスに結合する (AWS Directory Service ドキュメント)
• AWS 上のマイクロソフト SQL サーバー (AWS ウェブサイト)
• SSMS マニュアル (マイクロソフトの Web サイト)
• SQL サーバーでログインを作成する (SQL サーバーマニュアル)
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複数アカウントと Azure AD の SAML 
2.0 フェデレーションを自動化します

Azure AD を使用する AWS マルチアカウント環境
の SAML 2.0 フェデレーションを自動化する

アダム・スパイサー (AWS) によって作成されました

コードリポジトリ:

• Azure AD と SAML 2.0 フェデ
レーションを自動化するため
AWS Control Tower のカスタ
マイズ

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリ
ティ、ID、コンプライアンス、
インフラストラクチャ、管理と
ガバナンス、ハイブリッドクラ
ウド

ワークロード: Microsoft AWS サービス: AWS 
CloudFormation、AWS Identity 
and Access Management、AWS 
Organizations、AWS Secrets 
Manager、AWS Control Tower

概要
AWS AWS Control Tower または AWS Organizations を使用してAmazon Web Services (AWS) でマルチア
カウント戦略を運用している組織では、AWS マネジメントコンソールへのフェデレーションに Microsoft 
Azure Active Directory (Azure AD) シングルサインオン (SSO) を使用する必要がある場合があります。こ
のような状況では、AWS IAM Identity Center（AWS Single Sign-On 後継）が必ずしも組織の要件に適合
するとは限りません。この場合、フェデレーションは Azure AD 内の AWS シングルアカウントアクセス
というエンタープライズアプリケーションを使用して行われます。アプリケーションは、AWS アカウント
ごとに Azure AD 内にデプロイされます。 

Azure AD SSO と AWS の統合に関する Microsoft のチュートリアルで説明されているように、統合され
た各アカウントへのプログラムによるアクセスは、各アカウントAWS Identity and Access Management 
(IAM) ユーザーを使用して設定する必要があります。Azure AD は IAM ユーザーを使用して IAM ロールを
取得し、Azure AD と同期します。ドメイン管理者は、同期されたロールを Azure AD 内のユーザーグルー
プにマッピングして、それらのユーザーが適切な IAM ロールを使用して AWS にフェデレーションできる
ようにします。 

マルチアカウント戦略の場合、統合ステップを手動でデプロイするプロセスは面倒で、新しい AWS アカ
ウントへのフェデレーションを有効にするプロセスが遅くなる可能性があります。新しい AWS アカウン
トが作成されるたびに、ドメイン管理者は IAM ユーザーの作成、プログラムによるアクセスキーの生成、
およびドメイン管理者へのキーの提供をクラウド管理者に依頼することがよくあります。多くの場合、こ
れは手動で行われるため、アカウントの作成からユーザーがアカウントに連携できるようになるまでの時
間が長くなります。このパターンで提供されるソリューションは、規範的なガイダンスと自動化を提供す
ることで、ドメイン管理者が IAM ユーザーのプログラムによるアクセスキーを、第三者の関与なしに最小
限の権限で直接取得できるようにすることで、このプロセスを迅速化します。その結果、新しい AWS ア
カウントのフェデレーションの設定は、改善されたプロセスと自動化によって効率化されました。

前提条件と制限
前提条件

• AWS コントロールタワーまたは AWS Organizations を使用する AWS マルチアカウント設定
• Azure AD エンタープライズアプリケーション (EA) は AWS 管理アカウントとメンバーアカウント用に

作成され、ID プロバイダー (IdP) は EA メタデータを使用して設定されます
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アーキテクチャ

機能制限

• スコープ内のアカウントは、管理アカウントの AWS 組織のメンバーである必要があります。
• 適用範囲のすべてのアカウントは、AWS 組織単位 (OU) 内にある必要があります。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

このパターンを実装すると、リソースは管理アカウントと各メンバーアカウントにデプロイされます。次
の表には、これらのリソースが表示されます。 

管理アカウント

AWS リソース 名前 説明

[IAM role] (IAM ロール) AzureAdFederationAdminRole SAML ID プロバイダー (IdP) 用
に信頼ポリシーが設定された 
IAM ロールで、組織内のメン
バーアカウントのコンパニオン
ロールのみがロールを引き受け
ることができます。

この IAM ロールは中間ロールと
して機能するため、ユーザーは
このロールを使用して管理アカ
ウントにフェデレーションし、
メンバーアカウントで適切な
ロールを引き受けるように設定
できます。

AWS CloudFormation スタック
セット

AzureAdFederationStackSet 組織内のすべてのアカウントに
スタックをデプロイできるス
タックセット。

IAM ユーザー AzureADAutomationUser Azure AD SSO がフェデレーショ
ンのロールを同期するために使
用する IAM ユーザー。

IAM グループ AzureADAutomationGroup IAM ユーザーを含む IAM グルー
プAzureADAutomationUser。

IAM 管理ポリシー AzureADAllowIAMListRoles iam:ListRolesすべてのリ
ソースに対するアクションを許
可するポリシー。ポリシーは 
IAMAzureADAutomationGroup
グループにアタッチされ、Azure 
AD が IAM ロールを同期できる
ようにします。

AWS Secrets Manager シーク
レットアクセスキー

AzureAdFederation / 
CFNUserSecretAccessKey

IAMAzureAdAutomationUser
ユーザーのプログラムによるア
クセスキー。Secrets Manager 内
でシークレットとして生成およ
び保存されます。

2349



AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

メンバーアカウント

メンバーアカウントにデプロイされたリソースは、管理アカウントで設定されたスタックセット 
(AzureAdFederationStackSet) から作成されます。

AWS リソース 名前 説明

[IAM role] (IAM ロール) AzureAdFederationAssumeRole管理アカウントで作成されたコ
ンパニオンロールに引き継が
れるように設定された信頼ポリ
シーを含む IAM ロールです。

このロールでは、Secrets 
Manager に保存されているシー
クレット値の取得にのみアクセ
スが許可されます。

IAM ユーザー AzureADAutomationUser Azure AD SSO がフェデレーショ
ンのロールを同期するために使
用する IAM ユーザー。

IAM グループ AzureADAutomationGroup IAM ユーザーを含む IAM グルー
プAzureADAutomationUser。

IAM 管理ポリシー AzureADAllowIAMListRoles iam:ListRolesすべてのリ
ソースに対するアクションを許
可するポリシー。ポリシーは 
IAMAzureADAutomationGroup
グループにアタッチされ、Azure 
AD が IAM ロールを同期できる
ようにします。

Secrets Manager シークレットア
クセスキー

AzureAdFederation / 
CFNUserSecretAccessKey

IAMAzureAdAutomationUser
ユーザーのプログラムによるア
クセスキー。Secrets Manager 内
でシークレットとして生成およ
び保存されます。

ターゲットアーキテクチャ

このソリューションは、AWS CloudFormation スタックとスタックセットを使用してすべてのアカウント
にフェデレーションコンポーネントを作成するターゲットアーキテクチャをデプロイします。次の図は、
ターゲットアーキテクチャを示しています。

次の図は、メンバーアカウントの IAM ロールの同期を有効化および設定するワークフローを示していま
す。

メンバーアカウントを作成したら (図のステップ 1)、ドメイン管理者は残りの手順に従って、すべてのメ
ンバーアカウントの IAM ユーザーのプログラムによるアクセスキーを取得できます。

• ステップ 2. IAMAzureAdFederationAdminRole ロールを使用して管理アカウントにフェデレートし
ます。

• ステップ 3. AWS マネジメントコンソールで、IAM ロールを使用してロールを新しいメンバーアカウン
トに切り替えますAzureAdFederationAssumeRole。
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• ステップ 4. Secrets Manager に移動し、AzureADFederation / CFNUserSecretAccessKeyシーク
レット内のキーを取得します。

• ステップ 5: Azure 内の適切な AWS エンタープライズアプリケーションで、取得したシークレットを使
用してプロビジョニング管理者の認証情報を設定します。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation — CloudFormation AWS では、計画に従って、再現性の高い方法で、AWS イン
フラストラクチャのデプロイが作成され、プロビジョニングされます。

• IAM — AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS のサービスとリソースへのアクセスを安
全にするのに役立ちます。IAM を使用すると、ユーザー、セキュリティ認証情報 (アクセスキーなど)、
およびユーザーとアプリケーションがアクセスできる AWS リソースを制御する許可を一元管理できま
す。

• AWS Organizations — AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを 1 つの組織に統合できるアカ
ウント管理サービスで、こうして作成したアカウントは一元管理できます。

• AWS Control Tower — AWS Control Tower は、数千の企業との連携で確立されたベストプラクティスに
基づいて、複数アカウントの AWS 環境を設定および管理する最も簡単な方法を提供します。

• AWS Secrets Manager — AWS Secrets Manager では、データベース認証情報、API キー、その他の
シークレットをライフサイクルを通じてローテーション、管理、取得することができます。

Code

このパターンのソースコードは GitHub、AWS Control Tower カスタマイズリポジトリにあります。ソー
スコードには、ターゲットアーキテクチャのデプロイに使用できる 2 CloudFormation つのテンプレート 
(YAML ファイル) が含まれています。次のセクションのエピックとストーリーでは、これらのテンプレー
トの使用方法について詳しく説明しています。

叙事詩
フェデレーション管理者ロールと管理アカウントシークレットの作成

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
実行して、管理アカウントに管
理者ロールと IAM ユーザーを作
成します。

管理アカウントから、 
CloudFormation という名
前のスクリプトを実行しま
すazuread-fed-management-
account.yaml (GitHub リポ
ジトリを参照)。AWS 組織 ID 
と、管理アカウントに存在する 
SAML プロバイダーの名前を指
定する必要があります。

CloudFormation

すべてのメンバーアカウントにフェデレーションの役割を担うリソースを作成

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation すべてのメン
バーアカウントのスタックセッ
トを作成します。

管理アカウントから、azuread-
fed-member-account.yamlテ
ンプレート (GitHub リポジトリ

CloudFormation
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タスク 説明 必要なスキル
を参照) を使用して、次のスタッ
クセットデプロイオプションを
使用して新しいスタックセット
を作成します。

スタックを組織単位でデプロイ: 

• このスタックを受け取るメン
バーアカウントのすべての最
上位の親 OU を指定します。

• 管理アカウントと他のすべて
のコアアカウントが、これら
の最上位の OU のいずれかに
含まれていることを確認して
ください。

リージョン: IAM シークレット
をSecrets Manager に保存する 
AWS リージョンを1つ選択しま
す。

すべてのメンバーアカウントの Azure AD フェデレーション同期の設定

タスク 説明 必要なスキル

管理アカウントの Azure AD フェ
デレーション同期の設定

Azure AD 管理者がすべ
てのメンバーアカウント
のロール同期プロセスを
構成できるようにするに
は、AzureAdFederationAdminRole管
理アカウントで指定された新し
いロールを Azure AD AWS エン
タープライズアプリケーション
内にマッピングする必要があり
ます。以下の手順に従います。 

1. Secrets Manager に移動
し、という名前のシー
クレットにアクセスし
て、AzureADAutomationUser管
理アカウント内の IAM ユー
ザーのプログラムによる
アクセスキーを取得しま
すAzureADFederation / 
CFNUserSecretAccessKey。 

2. 管理アカウントの AWS エン
タープライズアプリケーショ
ン内で、前のステップで取得
した IAM ユーザーのプログラ
ムアクセスキーを使用してプ
ロビジョニング領域に管理者
認証情報を設定し、接続をテ

Azure AD 管理者、Secrets 
Manager
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タスク 説明 必要なスキル
ストしてプロビジョニングを
有効にします。 

3. 同期が完了するのを待機しま
す。次に、管理アカウントの 
AWS エンタープライズアプリ
ケーション内の適切な Azure 
ADAzureAdFederationAdminRole
管理者ユーザーにロールを
マッピングして、管理アカウ
ントのロールにアクセスでき
るようにします。 

4. AzureAdFederationAdminRoleロー
ルを使用して管理アカウント
にフェデレーションして AWS 
エンタープライズアプリケー
ションをテストします。以下
のプロセスを使用して、いず
れかのメンバーアカウントへ
のアクセスをテストします。
a. アカウントメニュー

から [Switch Roles] を
選択し、いずれかの
メンバーアカウント 
IDAzureAdFederationAssumeRole
とロール名を指定します。 

b. ロールを切り替
えたら、Secrets 
ManagerAzureADFederation / 
CFNUserSecretAccessKey
で指定されたシークレット
にアクセスできることを確
認してください。
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タスク 説明 必要なスキル

すべてのメンバーアカウントの 
Azure AD フェデレーション同期
を設定します。

Azure AD 管理者とし
て、AzureAdFederationAdminRoleま
ずロールを使用して管理アカウ
ントにフェデレートします。各
メンバーアカウントについて、
次の手順に従います。 

1. 管理アカウントから、
アカウントメニューか
ら [Switch Roles] を選択
し、メンバーアカウント 
IDAzureAdFederationAssumeRole
とロール名のいずれかを指定
します。次に、[役割の切り替
え] を選択します。 

2. メンバーアカウ
ントで、Secrets 
ManagerAzureADFederation / 
CFNUserSecretAccessKey
で指定された IAM ユーザー
のプログラムによるアクセス
キーシークレットにアクセス
します。 

3. 特定のメンバーアカウントの 
AWS エンタープライズアプ
リケーション内で、以前に取
得した IAM ユーザーのプログ
ラムによるアクセスキーを使
用してプロビジョニング領域
に IAM ユーザー認証情報を設
定し、接続をテストして、プ
ロビジョニングを有効にしま
す。 

4. フェデレーション IAM ロー
ルが特定の AWS エンタープ
ライズアプリケーションに同
期されていることを確認しま
す。ロールを Azure AD ユー
ザーに適切にマッピングしま
す。 

以上の手順を繰り返します。

Azure AD 管理者、Secrets 
Manager

関連リソース
• SAML を使用した AWS Identity and Access Management (AWS ブログ記事)
• Amazon Connect 用の Microsoft Azure Active Directory を使用してシングルサインオンを設定する (AWS 

ブログ記事)
• チュートリアル: Azure Active Directory Active Directory シングルサインオン (SSO) と AWS との統合
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インシデント対応とフォレンジックを自動化
ルーカス・カウフマン (AWS) とトメック・ヤクボウスキー (AWS) が作成

code repository:

• aws-automated-incident-
response-フォレンジック

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

AWS サービス: Amazon 
EC2、AWS Lambda、Amazon 
S3、AWS Security Hub、AWS 
Identity and Access Management

概要
このパターンでは、AWS Lambda 関数を使用して以下を提供する一連のプロセスをデプロイします。

• 最小限の知識でインシデント対応プロセスを開始する方法
• AWS セキュリティインシデント対応ガイドに沿った、自動化された反復可能なプロセス
• 自動化手順の運用、アーティファクトの保存、フォレンジック環境の作成のためのアカウントの分離

自動インシデントレスポンスおよびフォレンジックフレームワークは、以下のフェーズで構成される標準
的なデジタルフォレンジックプロセスに従います。

1. コンテインメント
2. 買収
3. 試験
4. 分析

静的データ (取得したメモリやディスクイメージなど) と、別のシステム上にあるライブの動的データを調
査できます。

詳細については、「追加情報 (p. 2361)」セクションを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• 2 つの AWS アカウント:
• セキュリティアカウント。既存のアカウントでもかまいませんが、新しいアカウントであることが望

ましいです
• フォレンジックアカウント、できれば新規

• AWS Organizations のセットアップ
• Organizations メンバーアカウントでは:

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ロールには、Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) への取得および一覧表示アクセスがあり、AWS Systems Manager からアクセスでき
る必要があります。AmazonSSMManagedInstanceCoreAWS マネージドロールを使用することを
お勧めします。インシデントレスポンスが開始されると、このロールは自動的に EC2 インスタン
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スにアタッチされることに注意してください。レスポンスが終了すると、AWS Identity and Access 
Management (IAM) はインスタンスに対するすべての権利を削除します。

• AWS メンバーアカウントとインシデントレスポンス/分析 VPC の仮想プライベートクラウド (VPC) 
エンドポイント。これらのエンドポイントは以下のとおりです。S3 ゲートウェイ、EC2 メッセー
ジ、SSM、および SSM メッセージ。

• EC2 インスタンスに AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされています。EC2 イン
スタンスに AWS CLI がインストールされていない場合、ディスクスナップショットとメモリ取得が機
能するにはインターネットアクセスが必要です。この場合、スクリプトはインターネットにアクセスし
て AWS CLI インストールファイルをダウンロードし、インスタンスにインストールします。

機能制限

• このフレームワークは、法廷に提出できる電子的証拠と見なされるアーティファクトを生成することを
意図していません。

• 現在、このパターンは x86 アーキテクチャで実行されている Linux ベースのインスタンスのみをサポー
トしています。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS CloudFormation
• AWS CloudTrail
• AWS Config
• IAM
• Lambda
• Amazon S3
• AWS Key Management System (AWS KMS)
• AWS セキュリティハブ
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• AWS Step Functions

ターゲットアーキテクチャ

メンバーアカウントに加えて、ターゲット環境はセキュリティアカウントとフォレンジックアカウントの 
2 つのメインアカウントで構成されています。2 つのアカウントは、以下の理由で使用されます。

• フォレンジック分析が失敗した場合に爆発範囲を小さくするために、他の顧客アカウントから切り離す
こと

• 分析対象のアーティファクトの分離と完全性の保護に役立てるため
• 調査の秘密を守るため
• 攻撃者がサービスクォータに達して、Amazon EC2 インスタンスをインスタンス化して調査を行うこと

を妨げて、侵害された AWS アカウントですぐに使用できるすべてのリソースを脅威アクターが使用し
た可能性がある状況を回避します。 

また、セキュリティアカウントとフォレンジックアカウントを分けることで、証拠の取得にはレスポン
ダーを、分析には調査員という役割を分けることができます。各ロールは個別のアカウントにアクセスで
きます。

次の図は、アカウント間のやり取りのみを示しています。各アカウントの詳細は以降の図に示され、完全
な図が添付されています。
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次の図に、メンバーアカウントを示します。

1. イベントが Slack の Amazon SNS トピックに送信されます。

次の図に、セキュリティアカウントを示します。

2. セキュリティアカウントの SNS トピックによってフォレンジックイベントが開始されます。

次の図に、フォレンジックアカウントを示します。

セキュリティアカウントでは、メモリとディスクイメージの取得のための 2 つの主な AWS Step Functions 
ワークフローを作成します。ワークフローが実行されると、インシデントに関係する EC2 インスタンスが
あるメンバーアカウントにアクセスし、メモリダンプまたはディスクダンプを収集する一連の Lambda 関
数を開始します。これらのアーティファクトはその後、Forensicsアカウントに保存されます。

フォレンジックアカウントは、Step Functions ワークフローによって収集されたアーティファクトを 
Analysis アーティファクト S3 バケットに保持します。フォレンジックアカウントには、フォレンジック
インスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI) を構築する EC2 Image Builder パイプラインもあります。
現在、このイメージは SANS SIFT ワークステーションに基づいています。 

ビルドプロセスでは、インターネットに接続するメンテナンス VPC を使用します。このイメージは、後で 
EC2 インスタンスを起動して Analysis VPC に収集されたアーティファクトを分析するために使用できま
す。 

Analysis VPC にインターネット接続がありません。デフォルトでは、このパターンは 3 つのプライベー
ト分析サブネットを作成します。VPC 内のサブネット数の割り当てである最大 200 個のサブネットを作
成できますが、VPC エンドポイントでのコマンド実行を自動化するには、それらのサブネットを AWS 
Systems Manager Sessions Manager 用に追加する必要があります。

ベストプラクティスの観点から、AWS CloudTrail と AWS Config を使用して次のことを行うことをお勧め
します。 

• フォレンジックアカウントで行われた変更を追跡する
• 保存および分析されたアーティファクトのアクセスと整合性を監視する

Workflow

次の図は、インスタンスが侵害されてから分析されて封じ込められるまでのプロセスとデシジョンツリー
を含むワークフローの主要なステップを示しています。

1. SecurityIncidentStatusタグには Analyze という値が設定されていますか? 「はい」の場合は、以
下の操作を行います。
a. AWS Systems Manager と Amazon S3 の正しい IAM プロファイルを添付してください。
b. Amazon SNS メッセージを Slack の Amazon SNS キューに送信します。
c. Amazon SNS SecurityIncident メッセージをキューに送信します。
d. 「メモリとディスクの取得」ステートマシンを起動します。

2. メモリとディスクは購入済みですか? 「いいえ」の場合はエラーです。
3. EC2Contain インスタンスにタグを付けます。
4. IAM ロールとセキュリティグループをアタッチして、インスタンスを完全に分離します。
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自動化とスケーリング

このパターンの目的は、単一の AWS Organizations 組織内の複数のアカウントにわたってインシデント対
応とフォレンジックを実行するスケーラブルなソリューションを提供することです。

Tools
AWS のサービス

• AWS CloudFormation は、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫性のあるプロビジョニングを
行い、AWS アカウントとリージョンにわたるライフサイクル全体にわたる管理を支援します。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰の認証と使用を許可されるかを制御すること
で、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Key Management Service (AWS KMS) では、暗号化キーを作成および制御してデータを保護する
のに役立ちます。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は
実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービス
で、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立ちます。

• AWS Security Hub は、AWS のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します。また、AWS 環境を
セキュリティ業界標準およびベストプラクティスに照らしてチェックするのにも役立ちます。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含むパブ
リッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

• AWS Step Functions Functionsは、AWS Lambda関数と他の AWS サービスを組み合わせてビジネスク
リティカルなアプリケーションを構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスで
す。 

• AWS Systems Manager は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管
理に役立ちます。アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、運用上の問題の検出と解決までに
かかる時間が短縮されるほか、大規模な AWS リソースを安全に管理できるようになります。

Code

コードと具体的な実装および使用方法については、 GitHub 自動インシデントレスポンスおよびフォレン
ジックフレームワークのリポジトリを参照してください。

エピック
CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

CloudFormation テンプレート
には 1 ～ 7 のマークが付いて
おり、どのアカウントにテン
プレートをデプロイする必要
があるかを示すスクリプト名の
最初の単語が付いています。 
CloudFormation テンプレートを
起動する順序が重要であること
に注意してください。

AWS 管理者
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タスク 説明 必要なスキル
• 1-forensic-
AnalysisVPCnS3Buckets.yaml: 
フォレンジックアカウントに
デプロイされます。S3 バケッ
トと分析 VPC を作成し、アク
ティベートします CloudTrail。

• 2-forensic-
MaintenanceVPCnEC2ImageBuilderPipeline.yaml: 
SANS SIFT に基づいてメンテ
ナンス VPC とイメージビル
ダーパイプラインをデプロイ
します。

• 3-security_IR-
Disk_Mem_automation.yaml: 
ディスクとメモリの取得を可
能にする機能をセキュリティ
アカウントにデプロイしま
す。

• 4-
security_LiME_Volatility_Factory.yaml: 
指定された AMI ID に基づいて
メモリモジュールの作成を開
始するビルド関数を開始しま
す。AMI ID は AWS リージョ
ンによって異なることに注意
してください。新しいメモリ
モジュールが必要なときはい
つでも、新しい AMI ID を使用
してこのスクリプトを再実行
できます。これをゴールデン
イメージの AMI ビルダーパイ
プライン (ご使用の環境で使用
している場合) と統合すること
を検討してください。

• 5-member-IR-
automation.yaml: メンバー
インシデントレスポンス自動
化機能を作成し、インシデン
トレスポンスプロセスを開始
します。これにより、Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームをアカウン
ト間で共有したり、インシデ
ント対応プロセス中に Slack 
チャネルに自動的に投稿した
り、フォレンジックプロセス
を開始したり、プロセス終了
後にインスタンスを分離した
りすることができます。

• 6-forensic-artifact-s3-
policies.yaml: すべての
スクリプトがデプロイされた
後、このスクリプトはすべて
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タスク 説明 必要なスキル
のクロスアカウント操作に必
要な権限を修正します。

• 7-security-IR-vpc.yaml: 
インシデントレスポンスボ
リューム処理に使用する VPC 
を設定します。

特定の EC2 インスタン
スのインシデント対応フ
レームワークを開始するに
は、SecurityIncidentStatusキー
と値を含むタグを作成しま
すAnalyze。これにより、メ
ンバの Lambda 関数が起動し、
ディスク取得だけでなく分離
とメモリも自動的に開始されま
す。

フレームワークを操作します。 Lambda 関数は、最後（または
障害発生時）Containにアセッ
トにタグを付け直します。これ
によりコンテインメントが開始
され、INBOUND/OUTBOUND セ
キュリティグループがなく、す
べてのアクセスを禁止する IAM 
ロールによってインスタンスが
完全に分離されます。

GitHub リポジトリ内の手順に
従ってください。

AWS 管理者

カスタムSecurity Hub アクションをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
使用してカスタム Security Hub 
アクションをデプロイします。

Security Hub のドロップダウン
リストを使用できるようにカ
スタムアクションを作成するに
は、Modules/SecurityHub 
Custom Actions/
SecurityHubCustomActions.yaml
CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。次
に、アクションを実行する 
LambdaIRAutomation 関数
がロールを引き継ぐことができ
るように、IRAutomation各
メンバーアカウントのロール
を変更します。詳細について
は、GitHub リポジトリを参照し
てください。

AWS 管理者
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関連リソース
• AWS セキュリティインシデント対応ガイド

追加情報
この環境を使用することで、セキュリティオペレーションセンター (SOC) チームは次の方法でセキュリ
ティインシデント対応プロセスを改善できます。

• 隔離された環境でフォレンジックを実施できるため、生産リソースが誤って危険にさらされるのを防ぐ
ことができます。

• 封じ込めと分析を行うための標準化された、再現性のある自動化されたプロセスを用意すること。
• すべてのアカウントオーナーや管理者が、タグの使用方法に関する最小限の知識でインシデント対応プ

ロセスを開始できるようにする
• 大規模な環境の騒音なしに、インシデント分析とフォレンジックを実行するための標準化されたクリー

ンな環境を用意すること
• 複数の分析環境をparallel 作成できる
• クラウドフォレンジック環境の保守と文書化ではなく、インシデント対応にSOCリソースを集中させる
• スケーラビリティを実現するための手動プロセスから自動プロセスへの移行
• 一貫性を保ち、 CloudFormation 繰り返しの多い作業を避けるためにテンプレートを使用する

さらに、永続的なインフラストラクチャの使用は避け、必要なときにリソースに対して料金を支払うこと
になります。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Security Hub 標準調査結果の修正を自動化
チャンディーニ・ペンメッツァ（AWS）とアロマル・ラージ・ジャヤラジャン（AWS）が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、およびコンプ
ライアンス

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: AWS 
CloudFormation; アマゾン 
CloudWatch; AWS Lambda; 
AWS Security Hub; Amazon SNS

概要
AWS Security Hub を使用すると、次のような標準的なベストプラクティスのチェックを有効にできます。

• AWS Foundational Security Practices
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前提条件と制限

• CIS AWS Foundational Best Practices Mack
• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

これらの各規格には定義済みの統制があります。Security Hub は、特定の AWS アカウントでコントロー
ルをチェックし、その結果を報告します。

AWS Security Hub は、 EventBridge デフォルトですべての結果を Amazon に送信します。このパターン
は、AWS Foundational Security Best EventBridge Practicesの標準結果を特定するルールをデプロイするセ
キュリティコントロールを提供します。このルールは、AWS FoundaAmazon Relational Database Service 
Security Best Practices Practices Practices Practices Practices Practices Practices Practices Practices 
Practices Practices Practices Practices Practices Practices Practices Practices Practices Practices 
Practices Practices Practices (

• [AutoScaling.1] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは、ロードバランサーのヘル
スチェックを使用する必要がある

• [EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックとアウトバウンド
トラフィックを許可しないようにする必要があります

• [EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にする必要があります
• [EC2.7] EBS のデフォルト暗号化を有効にする必要があります
• [RDS.1] RDS スナップショットはプライベートである必要があります
• [RDS.6] RDS DB インスタンスとクラスターの拡張モニタリングを設定する必要があります
• [RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります

EventBridge ルールはこれらの結果を AWS Lambda 関数に転送し、検出結果を修正します。次
に、Lambda 関数は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに修正情報を含む通知
を送信します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 是正通知を受け取りたいメールアドレス
• コントロールをデプロイする AWS リージョンで Security Hub と AWS Config が有効になっている
• AWS Lambda コードをアップロードするコントロール同じリージョンSimple Storage Service (Amazon 

S3) バケット

機能制限

• このセキュリティコントロールは、セキュリティコントロールの導入後に報告された新しい結果を自
動的に修正します。既存の検出結果を修正するには、Security Hub コンソールで結果を手動で選択しま
す。次に、[アクション] で、AWS によるデプロイの一部として作成された AFSBPremedy カスタムアク
ションを選択します CloudFormation。

• このセキュリティコントロールは地域ごとに行われるため、監視対象の AWS リージョンにデプロイす
る必要があります。

• EC2.6 の対策として、VPC フローログを有効にするには、/VpcFlowLogs/vpc_id 形式で Amazon 
CloudWatch Logs ロググループを作成します。同じ名前のロググループが存在する場合、既存のロググ
ループが使用されます。

• EC2.7 の対策として、Amazon EBS のデフォルト暗号化を有効にするために、デフォルトの AWS Key 
Management Service (AWS KMS) キーが使用されます。この変更により、暗号化をサポートしない特定
のインスタンスは使用できなくなります。
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アーキテクチャ

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Lambda 関数
• Amazon SNS トピック
• EventBridge 規則
• Lambda Founda関数、VPC フローログ、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) の

Identity and Access Management (Amazon RDS) のAWS Identity and Access Management (Amazon 
RDS) のRambda FoundaのIdentity

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

AWS Organizations を使用している場合は、AWS CloudFormation StackSets を使用して、監視対象とす
る複数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
Tools

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして使用して 
AWS リソースのモデル化とセットアップを支援するサービスです。

• EventBridge-Amazon EventBridge は、お客様独自のアプリケーション、SaaS (SaaS) アプリケーショ
ン、AWS のサービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデータを Lambda 関数など
のターゲットにルーティングします。

• Lambda — AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理をすることなく、コードを実行できま
す。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなどの幅広いストレージソリューションに使用できる、拡張性の
高いオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやE メールア
ドレスを含め、発行者とクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。サブスクラ
イバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。ま
た、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

ベストプラクティス
• AWS Security Hub 9つのベストプラクティス
• AWS Foundational Security Scurity Practices Prac
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叙事詩

叙事詩
セキュリティコントロールを導入

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソールで、先
頭にスラッシュを含まない一意
な名前の S3 バケットを選択ま
たは作成します。S3 バケット
名はグローバルに一意であり、
名前空間はすべての AWS アカ
ウントによって共有されていま
す。S3 バケットは、評価されて
いる Security Hub の調査結果同
じリージョンに存在する必要が
あります。

クラウドアーキテクト

Lambda コードを S3 バケットに
Lambda コードにアップロードし
ます。

「添付ファイル」セクションに
ある Lambda コードの.zip ファ
イルを、定義した S3 バケットに
アップロードします。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

このパターンの添付ファイル
として提供されている AWS 
CloudFormation テンプレートを
デプロイします。次のエピック
では、パラメーターの値を指定
します。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します。

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケット名を指定します。 最初のエピックで作成した S3 バ
ケットの名前を入力します。

クラウドアーキテクト

Amazon S3 プレフィックスを指
定します。

S3 バケット内の Lambda コー
ド.zip ファイルの場所を、先頭
にスラッシュ (<directory><file-
name>/.zip など) を付けずに指定
します。

クラウドアーキテクト

SNS トピックの ARN を入力し
ます。

既存の SNS トピックを使用する
場合は、既存の SNS トピック
を使用する場合は、SNS トピッ
クの Amazon Resource Name 
(ARN)))] (既存の SNS トピッ
クを使用する場合は、Amazon 
Resource Name (ARN)) 新しい 
SNS トピックを使用するには、
値を「None」（デフォルト値）
のままにします。

クラウドアーキテクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

E メールアドレスを入力します。 是正通知を受け取りたいメー
ルアドレスを指定します (AWS 
CloudFormation に SNS トピッ
クを作成させたい場合にのみ必
要です)。

クラウドアーキテクト

ログ記録のレベルを定義しま
す。

Lambda 関数のロギングレベル
と頻度を定義します。「情報」
は、アプリケーションの進行状
況に関する詳細な情報メッセー
ジを指定します。「エラー」
は、アプリケーションの実行を
継続させる可能性のあるエラー
イベントを示します。「警告」
は、潜在的に有害な状況を示し
ます。

クラウドアーキテクト

VPC フローログの IAM ロールの 
ARN を指定します。

VPC フローログに使用する 
IAM ロールの ARN を指定し
ます。(入力として「None」
を入力すると、AWS は IAM 
CloudFormation ロールを作成し
て使用します。)

クラウドアーキテクト

RDS 拡張モニタリング IAM ロー
ル ARN を指定します。

RDS 拡張モニタリングに使
用する IAM ロール ARN を
指定します。(「None」を
入力すると、AWS は IAM 
CloudFormation ロールを作成し
て使用します。)

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon SNS サブスクリプショ
ンを確認します。

テンプレートが正常にデプロイ
されると、新しい SNS トピック
が作成されると、指定したメー
ルアドレスにサブスクリプショ
ンメッセージが送信されます。
修復通知を受け取るには、この
購読メールメッセージを確認す
る必要があります。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成
• AWS Lambda
• AWS セキュリティハブ
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添付ファイル

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon Inspector と AWS Security Hub を使用し
て、クロスアカウントワークロードのセキュリティ
スキャンを自動化します。

ラミア・プリパカ (AWS) とミケシュ・カナール (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、オペレーション

AWS サービス: Amazon 
Inspector、Amazon SNS、AWS 
Lambda、AWS Security Hub、ア
マゾン CloudWatch

概要
このパターンは、Amazon Web Services (AWS) クラウド上のクロスアカウントワークロードの脆弱性を自
動的にスキャンする方法を示しています。

このパターンは、タグごとにグループ化された Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのホストベースのスキャン、またはネットワークベースの Amazon Inspector スキャンのスケジュールを
作成するのに役立ちます。AWS CloudFormation スタックは、必要な AWS リソースとサービスをすべて 
AWS アカウントにデプロイします。

Amazon Inspector の結果は AWS Security Hub にエクスポートされ、アカウント、AWS リージョン、仮
想プライベートクラウド (VPC)、および EC2 インスタンスにわたる脆弱性に関する洞察を提供します。
これらの検出結果は E メールで受け取るか、HTTP エンドポイントを使用してチケットツール、セキュ
リティ情報およびイベント管理 (SIEM) ソフトウェア、またはその他のサードパーティのセキュリティソ
リューションに結果を送信する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを作成できま
す。

前提条件と制限
前提条件

• Amazon SNS からの E メール通知を受信するための既存の E メールアドレス。 
• チケットツール、SIEM ソフトウェア、またはその他のサードパーティセキュリティソリューションで

使用される既存の HTTP エンドポイント。
• 中央監査アカウントを含む、クロスアカウントワークロードをホストするアクティブな AWS アカウン

ト。 
• Security Hub、有効化および設定済み。このパターンは Security Hub がなくても使用できますが、生成

されるインサイトから Security Hub を使用することをお勧めします。詳細については、AWS Security 
Hub ドキュメントの「セキュリティハブのセットアップ」を参照してください。

• スキャンするそれぞれの EC2 インスタンスに Amazon Inspector エージェントをインストールする必要
があります。AWS Systems Manager Run Command を使用して、Amazon Inspector エージェントを複
数の EC2 インスタンスにインストールできます。 

2366

samples/p-attach/a99f7107-9174-462a-ac2e-7205b355fd7b/attachments/attachment.zip
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-settingup.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-settingup.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/execute-remote-commands.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

スキル

• AWSself-managedservice-managed でのスタックセットの使用経験と権限 
CloudFormation。self-managed型のインスタンスを特定のリージョンの特定のアカウントにデプロ
イする型のアクセス許可を使用する場合は、必要な AWS Identity and Access Management (IAM) ロー
ルを作成する必要があります。型のインスタンスを特定のリージョンで AWS Organizationsservice-
managed によって管理されているアカウントにデプロイする型のアクセス許可を使用すると、必要な 
IAM ロールを作成する必要はありません。詳細については、AWS CloudFormation ドキュメントの「ス
タックセットの作成」を参照してください。 

機能制限

• アカウントの EC2 インスタンスにタグが適用されていない場合、Amazon Inspector はそのアカウント
のすべての EC2 インスタンスをスキャンします。

• AWS CloudFormation onboard-audit-account スタックセットと.yaml ファイル (添付) は同じリージョン
にデプロイする必要があります。

• デフォルトでは、Amazon Inspector クラシックは集計結果をサポートしていません。Security Hub は、
複数のアカウントまたは AWS リージョンの評価を表示する場合に推奨されるソリューションです。

• このパターンのアプローチは、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) の SNS トピックに
対して、1 秒あたり 30,000 トランザクション (TPS) という公開クォータ未満でもサイズが変更できま
す。サイズが変更され、データ損失を防ぐため、SNS トピックの前に Amazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS) を使用することをおすすめします。

アーキテクチャ
次の図は、EC2 インスタンスを自動的にスキャンするワークフローを示しています。

このワークフローは、以下のステップで構成されています。

1. Amazon EventBridge ルールでは、cron 式を使用して特定のスケジュールに従って自動的に開始
し、Amazon Inspector を起動します。   

2. Amazon Inspector は、アカウント内のタグ付きの EC2 インスタンスをスキャンします。 

3. Amazon Inspector は結果をセキュリティハブに送信し、Security Hub はワークフロー、優先順位付け、
および修復に関するインサイトを生成します。

4. また、Amazon Inspector は評価のステータスを監査アカウントの SNS トピックに送信しま
す。SNSfindings reported トピックにイベントが公開されると、AWS Lambda 関数が呼び出されま
す。 

5. Lambda 関数は、結果を取得してフォーマットし、監査アカウント内の別の SNS トピックに送信しま
す。

6. 調査結果は、SNS トピックに登録されているメールアドレスに送信されます。詳細情報と推奨事項は、
登録されている HTTP エンドポイントに JSON 形式で送信されます。

テクノロジースタック

• AWS Control Tower
• EventBridge 
• IAM
• Amazon Inspector
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Tools

• Lambda
• Security Hub
• Amazon SNS

Tools
• AWS CloudFormation — AWS では AWS CloudFormation リソースのモデル化とセットアップに役立つ

ため、リソース管理に割く時間を減らし、アプリケーションにより注力できるようになります。
• AWS CloudFormation StackSets — AWS は、複数のアカウントとリージョンにまたがるスタックを 1 

度のオペレーションで、作成、更新、削除できるようにすることで、 CloudFormation StackSets スタッ
クの機能を拡張します。

• AWS Control Tower — AWS Control Tower は、AWS OrgAWS Organizations を含む他の AWS サービス
の機能を組み合わせて統合する抽象化レイヤーまたはオーケストレーションレイヤーを作成します。

• Amazon EventBridge — EventBridge アプリケーションをさまざまな出典のデータに簡単に接続できる
ようにするサーバーレスイベントバスサービスです。

• AWS Lambda — Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行するのに役
立つコンピューティングサービスです。

• AWS Security Hub — Security Hub では、AWS のセキュリティ状態を包括的に把握し、セキュリティ業
界標準およびベストプラクティスに照らして環境をチェックするのに役立ちます。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、配信者からサブスクライバーへ
のメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。

エピック
AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トを監査アカウントにデプロイ
します。

onboard-audit-
account.yamlファイル (添
付) をダウンロードして、コン
ピューターのローカルパスに保
存します。 

監査アカウントの AWS マネジ
メントコンソールにサインイン
し、AWS CloudFormation コン
ソールを開いて、[Create stack] 
を選択します。 

[前提条件] セクションで [テンプ
レートの準備] を選択し、[テン
プレートは準備完了] を選択しま
す。[テンプレートの指定] セク
ションで [テンプレートソース] 
を選択し、[テンプレートは準備
完了] を選択します。onboard-
audit-account.yamlファイル
をアップロードし、必要に応じ
て残りのオプションを設定しま
す。 

開発者、セキュリティエンジニ
ア
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
重要: 必ず次の入力パラメータを
設定してください。

• DestinationEmailAddress— 
結果を受け取るメールアドレ
スを入力します。

• HTTPEndpoint— チケットま
たは SIEM ツールの HTTP エ
ンドポイントを提供します。

AWS コマンドラインインター
フェイス (AWS CLI) を使用し
て AWS CloudFormation テンプ
レートをデプロイすることもで
きます。詳細については、AWS 
CloudFormation ドキュメントの
「スタックの作成」を参照して
ください。

Amazon SNS サブスクリプショ
ンを確認します。

E メールの受信トレイを開
き、Amazon SNS からの E メー
ルで [サブスクリプションの確
認] を選択します。Web ブラウ
ザウィンドウが開き、サブスク
リプションの確認が表示されま
す。

開発者、セキュリティエンジニ
ア

AWS CloudFormation スタックセットを作成して Amazon Inspector のスキャン
スケジュールを自動化する

タスク 説明 必要なスキル

監査アカウントにスタックセッ
トを作成します。

vulnerability-
management-
program.yamlファイル (添付) 
をコンピューターのローカルパ
スにダウンロードします。

AWS CloudFormation コンソー
ルで、[スタックセットを表示] 
を選択し、[作成] を選択します 
StackSet。[テンプレートは準
備完了] を選択し、[テンプレー
トファイルのアップロード] を
選択して、vulnerability-
management-
program.yamlファイルをアッ
プロードします。 

self-managedアクセス権
限を使用する場合は、AWS 
CloudFormation ドキュメント
の「自己管理アクセス権限でス

開発者、セキュリティエンジニ
ア
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-cli-creating-stack.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-getting-started-create.html#stacksets-getting-started-create-self-managed-console
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
タックセットを作成する」の手
順に従ってください。これによ
り、個々のアカウントにスタッ
クセットが作成されます。 

service-managed権限
を使用する場合は、AWS 
CloudFormation ドキュメントの
「サービス管理権限を使用して
スタックセットを作成する」の
手順に従ってください。これに
より、組織全体または指定した
組織単位 (OU) にスタックセット
が作成されます。

重要: スタックセットに次の入力
パラメータが設定されているこ
とを確認してください。

• AssessmentSchedule— 
cron EventBridge 式を使用する
スケジュール。 

• Duration— Amazon 
Inspector 評価の実行時間 (秒
単位)。

• CentralSNSTopicArn— 中
央 SNS トピックの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。

• Tagkey— リソースグループに
関連付けられたタグキー。 

• Tagvalue— リソースグルー
プに関連付けられたタグ値。 

監査アカウントの EC2 イ
ンスタンスをスキャンす
る場合は、監査アカウント
で AWSvulnerability-
management-program.yaml 
CloudFormation スタックとして
ファイルを実行する必要があり
ます。

ソリューションの検証。 Amazon Inspector で指定したス
ケジュールに従って、結果を E 
メールまたは HTTP エンドポイ
ントで受信していることを確認
します。

開発者、セキュリティエンジニ
ア

関連リソース
• Amazon Inspector でセキュリティ脆弱性テストをスケーリングしましょう
• Amazon インスペクターのセキュリティ検出結果を自動的に修正
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-getting-started-create.html#stacksets-getting-started-create-self-managed-console
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-getting-started-create.html#stacksets-orgs-associate-stackset-with-org-console
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-getting-started-create.html#stacksets-orgs-associate-stackset-with-org-console
http://aws.amazon.com/blogs/aws/scale-your-security-vulnerability-testing-with-amazon-inspector/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-remediate-amazon-inspector-security-findings-automatically/
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添付ファイル

• Amazon EC2、AWS Systems Manager、Amazon Inspector を使用してセキュリティ評価の設定を簡素
化する方法

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Config CloudTrail のカスタム修復ルールを使
用して AWS を自動的に再有効化

マニガンダンシュリ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:インフラストラク
チャ、運用、セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

AWS サービス:Amazon 
S3、AWS Config、AWS 
KMS、AWS Identity and Access 
Management、AWS Systems 
Manager、AWS CloudTrail

概要
Amazon Web Services (AWS) アカウントのアクティビティを可視化することは、セキュリティと運用の重
要なベストプラクティスです。AWS CloudTrail は、アカウントのガバナンス、コンプライアンス、コンプ
ライアンス、および運用とリスクの監査を行えるように支援するのサービスです。

CloudTrail アカウントで有効のままにしておくために、AWS Configcloudtrail-enabled はマネージド
ルールを提供します。 オフにすると、 CloudTrail cloudtrail-enabledルールは自動修復を使用して自
動的に再度有効になります。

ただし、 CloudTrail 自動修復を使用する場合は、必ずセキュリティのベストプラクティスに従う必要が
あります。これらのベストプラクティスには、すべての AWS CloudTrail リージョンでの有効化、読み取
りと書き込みのワークロードのログ記録、インサイトの有効化、AWS Key Management Service (AWS 
KMS) で管理されたキー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化によるログファイルの暗号化が含まれ
ます。

このパターンは、 CloudTrail アカウントで自動的に再有効化するカスタム修復アクションを提供すること
で、これらのセキュリティのベストプラクティスに従うのに役立ちます。

重要:改ざんを防ぐために、サービスコントロールポリシー (SCP) を使用することをお勧めします 
CloudTrail。詳細については、AWS セキュリティブログの「AWS Organizations を使用してセキュリティ
を大規模に簡素化する方法」の「AWS の改ざん防止」 CloudTrail セクションを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Systems Manager Automation ランブックを作成する権限
• アカウントの既存の証の作成
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http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-simplify-security-assessment-setup-using-ec2-systems-manager-and-amazon-inspector/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-simplify-security-assessment-setup-using-ec2-systems-manager-and-amazon-inspector/
samples/p-attach/ad39bcff-d298-4e2a-9871-b5eb97c1d20e/attachments/attachment.zip
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/best-practices-security.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/best-practices-security.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev-retired/UsingKMSEncryption.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev-retired/UsingKMSEncryption.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev-retired/UsingKMSEncryption.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_type-auth.html#orgs_manage_policies_scp
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-aws-organizations-to-simplify-security-at-enormous-scale/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-aws-organizations-to-simplify-security-at-enormous-scale/
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アーキテクチャ

機能制限

このパターンでは、以下のアクションはサポートされていません。

• ストレージロケーションの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) プレフィックスキーを設定す
る

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックへのパブリッシュ
• CloudWatch ログをモニタリングするための Amazon CloudTrail ログの設定

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• AWS Config 
• CloudTrail
• Systems Manager
• Systems Manager Automation

Tools
• AWS Config は、アカウントにおける AWS リソースの設定を詳細に表示します。 
• AWS CloudTrail は、アカウントのガバナンス、コンプライアンス、コンプライアンス、および運用とリ

スクの監査を行えるように支援するのサービスです。
• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、暗号化とキー管理サービスです。
• AWS Systems Manager は、AWS 上のインフラストラクチャの表示と制御を行えるように支援するの

サービスです。
• AWS Systems Manager Automation は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスお

よびその他の AWS リソースの一般的なメンテナンスとデプロイタスクを簡素化します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータの保存、保護、および取得を行え

るように支援する、クラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

Code

cloudtrail-remediation-action.yml ファイル (添付) は、Systems Manager Automation ランブックを作成し
て、 CloudTrail セキュリティのベストプラクティスを使用してセットアップして再度有効にするのに役立
ちます。

叙事詩
[構成] CloudTrail

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成する AWS マネジメントコンソールに
サインインして Amazon S3 コン
ソールを開き、S3 CloudTrail バ
ケットを作成してログを保存し

システム管理者
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ます。詳細については、Amazon 
S3 ドキュメントの「S3 バケッ
トを作成する」を参照してくだ
さい。

S3 バケットにログファイルを 
S3 CloudTrail バケットに配信す
ることを許可するバケットポリ
シーを追加します。

CloudTrail S3 バケットにログ
ファイルを S3 バケットに配信
するには、必要な権限が必要で
す。Amazon S3 コンソールで、
前に作成した S3 バケットを選択
し、[Permissions] (パーミッショ
ン) を選択します。 CloudTrail ド
キュメントにある Amazon S3 バ
ケットポリシーを使用して S3 
CloudTrail バケットポリシーを作
成します。

S3 バケットにポリシーを追加す
る手順については、Amazon S3
ドキュメントの「Amazon S3 コ
ンソールを使用したバケットポ
リシーの追加」を参照してくだ
さい。

重要:でトレイルを作成したとき
にプレフィックスを指定した場
合は CloudTrail、必ず S3 バケッ
トポリシーにそのプレフィッ
クスを含めてください。プレ
フィックスは、S3 オブジェクト
キーへのオプションの追加であ
り、S3 バケット内にフォルダー
のような組織を作成します。詳
細については、 CloudTrail ド
キュメントの「証跡の作成」を
参照してください。

システム管理者

KMS キーを作成します。 オブジェクトを S3 バケットに
追加する前に、 CloudTrail オ
ブジェクトを暗号化するため
の AWS KMS キーを作成しま
す。この件の詳細は、 CloudTrail 
ドキュメントの「AWS KMS 
マネージドキー (SSE-KMS) 
CloudTrail によるログファイルの
暗号化」を参照してください。

システム管理者

2373

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-s3-bucket-policy-for-cloudtrail.html#s3-bucket-policy
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-s3-bucket-policy-for-cloudtrail.html#s3-bucket-policy
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-s3-bucket-policy-for-cloudtrail.html#s3-bucket-policy
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-s3-bucket-policy-for-cloudtrail.html#s3-bucket-policy
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-a-trail-using-the-console-first-time.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

KMS キーにキーポリシーを追加
します。

KMS CloudTrail キーの使用を
許可する KMS キーポリシーを
アタッチします。この件の詳細
は、 CloudTrail ドキュメントの
「AWS KMS で管理されたキー 
(SSE-KMS) CloudTrail によるロ
グファイルの暗号化」を参照し
てください。

重要: CloudTrail Decrypt権限は
必要ありません。

システム管理者

Systems Manager AssumeRole 
用ランブックの作成

RunbookAssumeRole を実行
するための Systems Manager 
Automation 用のを作成します。
手順と詳細については、Systems 
Manager マニュアルの「自動化
の設定」を参照してください。

システム管理者

Systems Manager Automation Automation ランブックの作成とテスト

タスク 説明 必要なスキル

Systems Manager Automation の
Automation ランブックを作成す
る

cloudtrail-remediation-action.yml 
ファイル (添付) を使用して 
Systems Manager 自動化ラン
ブックを作成します。この件の
詳細は、Systems Manager のド
キュメントで Systems Manager 
のドキュメントを作成するを参
照してください。

システム管理者

ランブックをテストします。 System Manager コンソール
で、以前に作成した Systems 
Manager 自動化ランブックを
テストします。この件の詳細
は、Systems Manager のドキュ
メントで、「Simple Automation 
の実行」を参照してください。

システム管理者

AWS Config で自動修復ルールを設定する

タスク 説明 必要なスキル

クラウドトレイル対応のルール
を追加します。

AWS Config コンソールで [ルー
ル] を選択し、[ルールを追加] を
選択します。[Add rule(ルールの
追加)] ページで、[Add custom 
rule (カスタムルールの追加)] 
を選択します。[Configure rule] 
(ルールの設定) ページで、名前
と説明を入力し、cloudtrail-

システム管理者
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-setup.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-setup.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/create-ssm-doc.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/create-ssm-doc.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/create-ssm-doc.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-working-executing.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-working-executing.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-working-executing.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
enabledルールを追加します。
詳細については、AWS Config 
ドキュメントの「AWS Config 
ルールの管理」を参照してくだ
さい。

自動修復アクションを追加しま
す。

[アクション] ドロップダウンリ
ストから、[修復の管理] を選択
します。[自動修復] を選択して
から、以前に作成した Systems 
Manager ランブックを選択しま
す。 

CloudTrailに必要な入力パラメー
タは次のとおりです。

• CloudTrailName
• CloudTrailS3BucketName
• CloudTrailKmsKeyId
• AssumeRole (オプション)

次の入力パラメータは、デフォ
ルトで true に設定されていま
す。 

• IsMultiRegionTrail
• IsOrganizationTrail
• IncludeGlobalServiceEvents
• EnableLogFileValidation

Rate Limits パラメータとリソー
ス ID パラメータはデフォルト値
のままにします。[Save] (保存) 
を選択します。

詳細については、AWS Config ド
キュメントの「AWS Config ルー
ルによる準拠していない AWS リ
ソースの修正」を参照してくだ
さい。

システム管理者
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_manage-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_manage-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

自動修復ルールをテストしま
す。

自動修復ルールをテストするに
は、 CloudTrail コンソールを開
いて [Trails] を選択し、次にト
レイルを選択します。証のログ
記録をオフにするには、[Stop 
logging] (Stop logging) を選択
します。確認を求められたら、
[Stop logging] (Stop logging) を選
択します。 CloudTrail その証の
ログ記録アクティビティを停止
します。

AWS Config ドキュメントの「リ
ソースの評価」の指示に従っ
て、 CloudTrail 自動的に再度有
効になったことを確認します。

システム管理者

関連リソース
[構成] CloudTrail

• S3 バケットを作成する
• の Amazon S3 バケットポリシー CloudTrail
• Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加
• トレイルの作成
• 自動化をセットアップする
• AWS KMS マネージドキー (SSE-KMS) CloudTrail によるログファイルの暗号化

Systems Manager 自動化ランブックの作成とテスト

• Systems Manager 文書の作成
• シンプルなオートメーションワークフローを実行する

AWS Config で自動修復ルールを設定する

• AWS Config ルールの管理
• AWS Config ルールによる準拠していない AWS リソースの修正

その他のリソース

• AWS CloudTrail — セキュリティのベストプラクティス
• AWS Systems Manager の開始方法
• AWS Config を使い始める
• AWS を使い始める CloudTrail
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluating-your-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluating-your-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-s3-bucket-policy-for-cloudtrail.html#s3-bucket-policy
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-a-trail-using-the-console-first-time.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-setup.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/create-ssm-doc.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-working-executing.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_manage-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/best-practices-security.html
http://aws.amazon.com/systems-manager/getting-started/
http://aws.amazon.com/config/getting-started/
http://aws.amazon.com/cloudtrail/getting-started/
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添付ファイル

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

暗号化されていない Amazon RDS DB インスタン
スとクラスターを自動的に修正する

アジェイ・ラワット (AWS) とジョシュ・ジョイ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、データベース

AWS サービス:AWS 
Config、AWS KMS、AWS 
Identity and Access 
Management、AWS Systems 
Manager、Amazon RDS

概要
このパターンでは、AWS Config、AWS Systems Manager ランブック、および AWS Key Management 
Service (AWS KMS) キーを使用して、Amazon Web Services (AWS) 上の暗号化されていない Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンスとクラスターを自動的に修正する方法につい
て説明します。

の暗号化された RDS DB インスタンスは、基になるストレージへの不正アクセスからデータを保護するこ
とによって、データ保護の追加レイヤーを提供します。Amazon RDS の暗号化を使用して、AWS Cloud 
にデプロイされるアプリケーションのデータ保護を強化することや、保管時のデータ暗号化に関するコン
プライアンスの要件を達成することができます。RDS DB インスタンスの暗号化は、作成時に有効にでき
ますが、作成後に暗号化を有効にすることはできません。ただし、DB インスタンスのスナップショット
を作成し、そのスナップショットの暗号化されたコピーを作成することで、暗号化されていない RDS DB 
インスタンスに暗号化を追加できます。次に、暗号化されたスナップショットから DB インスタンスを復
元して、元の DB インスタンスの暗号化されたコピーを取得できます。

このパターンでは、AWS Config ルールを使用して RDS DB インスタンスとクラスターを評価します。準
拠していない Amazon RDS リソースに対して実行するアクションを定義する AWS Systems Manager ラ
ンブックと、DB スナップショットを暗号化する AWS KMS キーを使用して修復を行います。次に、サー
ビスコントロールポリシー (SCP) を適用して、暗号化せずに新しい DB インスタンスやクラスターが作成
されないようにします。

このパターンのコードはに記載されていますGitHub。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• GitHub このパターンのソースコードリポジトリからコンピューターにダウンロードされたファイル
• 暗号化されていない RDS DB インスタンスまたはクラスター
• RDS DB インスタンスとクラスターを暗号化するための既存の AWS KMS キー
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アーキテクチャ

• KMS キーリソースポリシーを更新するためのアクセス
• AWS アカウントで AWS Config が有効になっています (AWS ドキュメントの「AWS Config の使用開

始」を参照)

機能制限

• RDS DB インスタンスの暗号化は、作成時にのみ有効にすることができます。作成後に暗号化を有効に
することはできません。

• 暗号化されていない DB インスタンスのリードレプリカを暗号化することや、暗号化されている DB イ
ンスタンスのリードレプリカを暗号化しないようにすることはできません。

• 暗号化されていないバックアップやスナップショットを、暗号化された DB インスタンスに復元するこ
とはできません。

• Amazon RDS 暗号化は、ほとんどの DB インスタンスクラスで使用できます。例外のリストについて
は、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してください。

• ある AWS リージョンから別のリージョンに暗号化されたスナップショットをコピーするには、コピー
先の AWS リージョンの KMS キーを指定する必要があります。これは、KMS キーが、作成される AWS 
リージョンに固有であるためです。

• 送信元スナップショットはコピープロセス全体で暗号化されたままになります。Amazon RDS は、
コピープロセス処理中にエンベロープ暗号化を使用してデータを保護します。詳細については、AWS 
KMS ドキュメントの「エンベロープ暗号化」を参照してください。

• 暗号化された DB インスタンスは、暗号化を解除することはできません。ただし、暗号化された DB イ
ンスタンスからデータをエクスポートし、暗号化されていない DB インスタンスにデータをインポート
することはできます。

• KMS キーの削除は、そのキーをもう使用しないことが確実である場合にのみ行ってください。不明な場
合は、削除するのではなく、KMS キーを無効にすることを検討します。無効化した KMS キーは、後で
使用する必要が生じた場合に再度有効化できますが、削除した KMS キーは復元できません。 

• 自動バックアップを保持しない場合、DB インスタンスと同じ AWS リージョンにある自動バックアップ
が削除されます。DB インスタンスを削除した後は、復元できません。

• 自動バックアップは、DB インスタンスの削除時に設定した保持期間だけ保持されます。この設定され
た保持期間は、最終的な DB スナップショットを作成するかどうかにかかわらず発生します。

• 自動修復が有効になっている場合、このソリューションは同じ KMS キーを持つすべてのデータベース
を暗号化します。

アーキテクチャ
次の図は、AWS CloudFormation 実装のアーキテクチャを示しています。このパターンは AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK) を使用して実装することもできることに注意してください。

Tools
Tools

• AWS CloudFormation では、AWS リソースを自動的にセットアップできます。テンプレートファイルを
使用して、リソースの集合を単一のユニット (スタック) としてまとめて作成および削除できます。

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、使い慣れたプログラミング言語を使用してクラウドイン
フラストラクチャを定義し、プロビジョニングするための、ソフトウェア開発フレームワークです。

AWS のサービスと機能
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#enveloping
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/enabling-keys.html
http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/cdk/
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ベストプラクティス

• AWS Config は、AWS リソースの設定と他のリソースとの関係を追跡します。また、これらの AWS リ
ソースのコンプライアンスを評価することもできます。このサービスでは、AWS リソースを目的の設
定と照らし合わせて評価するように設定できるルールを使用します。一般的なコンプライアンスシナ
リオには AWS Config マネージドルールセットを使用することも、カスタムシナリオ用に独自のルー
ルを作成することもできます。AWS リソースが準拠していないことが判明した場合は、AWS Systems 
Manager のランブックを使用して修復アクションを指定し、オプションで Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピックを通じてアラートを送信できます。つまり、修正アクションを AWS 
Config ルールに関連付け、手動で操作しなくても自動的に実行して、準拠していないリソースに対処す
るように選択できます。自動修正後もリソースが準拠していない場合は、自動修復を再試行するように
ルールを設定できます。

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用すると、クラウドでリレーショナルデー
タベースを簡単にセットアップし、運用し、スケーリングできます。Amazon RDS の基本構成要素は 
AWS クラウド内の独立したデータベース環境であるDB インスタンスです。Amazon RDS では、さまざ
まなリレーショナルデータベースのユースケースに合わせて最適化されたインスタンスタイプを選択で
きます。インスタンスタイプは、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークキャパシティーのさまざま
な組み合わせで構成され、データベースに適したリソースの組み合わせを柔軟に選択できます。各イン
スタンスタイプには複数のインスタンスサイズが含まれているため、ターゲットワークロードの要件に
合わせてデータベースをスケーリングできます。

• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、ユーザーのデータを暗号化するための、AWS KMS 
キーの作成と制御を容易にするマネージドサービスです。KMS キーは、ルートキーの論理表現で
す。KMS キーには、キー ID、作成日、説明、キーステータスなどのメタデータが含まれます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御することに
よって、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• サービスコントロールポリシー (SCP) は、組織内のすべてのアカウントを対象に、使用可能なアクセス
許可の範囲を一元管理します。SCP は、組織のアクセスコントロールガイドラインへの準拠をアカウン
ト全体で徹底するのに役立ちます。SCP は、管理アカウントのユーザーやロールには影響を与えませ
ん。SCP は、組織内のメンバーアカウントにのみ影響を与えます。SCP を組織のルートにアタッチす
る前に、そのポリシーがアカウントに与える影響を徹底的にテストすることを強くお勧めします。代わ
りに、アカウントを 1 つずつ、または少なくとも少数のアカウントに移動できる組織単位 (OU) を作成
して、誤ってユーザーを主要なサービスから締め出さないようにしてください。

Code

GitHub このパターンのソースコードとテンプレートはリポジトリにあります。このパターンには 2 つの実
装オプションがあります。1 つは、AWS CloudFormation テンプレートをデプロイして RDS DB インスタ
ンスとクラスターを暗号化する修復ロールを作成する方法と、AWS CDK を使用する方法です。リポジト
リには、これら 2 つのオプション用に別々のフォルダがあります。

エピックセクションには、 step-by-step CloudFormation テンプレートのデプロイ方法が記載されていま
す。AWS CDK を使用する場合は、 GitHub リポジトリの README.md ファイルの指示に従ってくださ
い。

ベストプラクティス
• 保管時と転送中のいずれもデータの暗号化を可能にします。
• すべてのアカウントと AWS リージョンで AWS Config を有効にします。
• すべてのリソースタイプの構成変更を記録します。
• IAM 認証情報のローテーションを定期的に行います。
• AWS Config のタグ付けを活用することで、リソースの管理、検索、フィルタリングを容易にします。
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叙事詩

叙事詩
IAM 修復ロールと AWS Systems Manager のランブックの作成

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
ダウンロードします。

unencrypted-
to-encrypted-
rds.template.jsonGitHub リ
ポジトリからファイルをダウン
ロードします。

DevOps エンジニア

CloudFormation スタックを作成
します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインした後、https://
console.aws.amazon.com/
cloudformation/ 
CloudFormation  でコンソール
を開きます。 

2. unencrypted-
to-encrypted-
rds.template.jsonテン
プレートを起動し、新しいス
タックを作成します。

テンプレートのデプロイ
の詳細については、AWS 
CloudFormation のドキュメント
を参照してください。

DevOps エンジニア

CloudFormation パラメータと値
を確認してください。

1. スタックの詳細を確認し、環
境要件に基づいて値を更新し
ます。

2. [Create stack] を選択してテン
プレートをデプロイします。

DevOps エンジニア

リソースを確認してください。 スタックを作成すると、ステー
タスが [CREATE_COMPLETE] 
に変わります。 CloudFormation 
コンソールで作成したリソー
ス (IAM ロール、AWS Systems 
Manager ランブック) を確認しま
す。

DevOps エンジニア

AWS KMS キーポリシーを更新する

タスク 説明 必要なスキル

KMS キーポリシーを更新しま
す。

1. alias/
RDSEncryptionAtRestKMSAliasキー
エイリアスが存在することを
確認します。 

2. 重要なポリシーステートメ
ントには、IAM 修復の役割

DevOps エンジニア
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https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/main/rds/CloudFormation
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
を含める必要があります。
( CloudFormation 前のエピッ
クでデプロイしたテンプレー
トで作成されたリソースを確
認してください。) 

3. 次のキーポリシーで、太字で
示されている部分を、アカウ
ントと作成した IAM ロールに
合わせて更新してください。

{ 
    "Sid": "Allow access 
 through RDS for all 
 principals in the account 
 that are authorized to use 
 RDS", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": 
 "arn:aws:iam:: <your-AWS-
account-ID>”:role/<your-IAM-
remediation-role>" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        
 "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:CreateGrant", 
        "kms:ListGrants", 
        "kms:DescribeKey" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            
 "kms:ViaService": "rds.us-
east-1.amazonaws.com", 
            
 "kms:CallerAccount": 
 "<your-AWS-account-ID>" 
        } 
    }
}

コンプライアンス違反リソースの発見と修正

タスク 説明 必要なスキル

準拠していないリソースを表示
します。

1. 準拠していないリソースのリ
ストを表示するには、https:// 
console.aws.amazon.com/ 
config/ にある AWS Config コ
ンソールを開きます。 

DevOps エンジニア
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https://console.aws.amazon.com/config/
https://console.aws.amazon.com/config/
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タスク 説明 必要なスキル
2. ナビゲーションペインで、

[Rules (ルール)] を選択し
てから、rds-storage-
encryptedルールを選択しま
す。

AWS Config コンソールに表示さ
れる非準拠リソースは、クラス
ターではなくインスタンスにな
ります。修復自動化はインスタ
ンスとクラスターを暗号化し、
新しく暗号化されたインスタン
スまたは新しく作成されたクラ
スターを作成します。ただし、
同じクラスターに属する複数の
インスタンスを同時に修正しな
いでください。

RDS DB インスタンスまたはボ
リュームを修正する前に、RDS 
DB インスタンスが使用されてい
ないことを確認してください。
スナップショットの作成中に書
き込み操作が行われていないこ
とを確認し、スナップショット
に元のデータが含まれているこ
とを確認します。修正を実行す
るメンテナンス期間を設けるこ
とを検討してください。

準拠していないリソースを修復
します。

1. 準備が整い、メンテナンス
ウィンドウが有効になった
ら、修正するリソースを選択
し、[修正] を選択します。

これで、アクションステータ
ス列に「アクション実行が
キューに登録されました」と
表示されるはずです。

2. Systems Manager で修正の
進行状況とステータスを確
認します。AWS Systems 
Manager コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
systems-manager/) を開きま
す。ナビゲーションペイン
で、[Automation (オートメー
ション)] を選択し、対応する
オートメーションの実行 ID を
選択すると、詳細が表示され
ます。

DevOps エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

RDS DB インスタンスが使用可
能であることを確認します。

自動化が完了すると、新しく暗
号化された RDS DB インスタ
ンスが使用可能になります。
暗号化された RDS DB インス
タンスには、encrypted プ
レフィックスとそれに続く
元の名前が付きます。たと
えば、暗号化されていない 
RDS DB インスタンス名がの
場合database-1、新しく暗
号化された RDS DB インスタ
ンスはになりますencrypted-
database-1。

DevOps エンジニア

暗号化されていないインスタン
スを終了します。

修正が完了し、新しく暗号化さ
れたリソースが検証されたら、
暗号化されていないインスタン
スを終了できます。リソースを
終了する前に、新しく暗号化さ
れたリソースが暗号化されてい
ないリソースと一致することを
確認してください。

DevOps エンジニア

SCP を実施する

タスク 説明 必要なスキル

SCP を実施します。 SCP を適用して、future DB イン
スタンスとクラスターが暗号化
なしで作成されないようにしま
す。rds_encrypted.jsonGitHub 
この目的にはリポジトリで提
供されているファイルを使用
し、AWS ドキュメントの指示に
従ってください。 

セキュリティエンジニア

関連リソース
リファレンス:

• AWS Config のセットアップ
• AWS Config のカスタムルール
• AWS KMS のコンセプト
• AWS Systems Manager 文書
• サービスコントロールポリシー

Tools

• AWS CloudFormation
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
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https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/main/rds/SCP
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/main/rds/SCP
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/main/rds/SCP
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/main/rds/SCP
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_create.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_create.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/gs-console.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-ssm-docs.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html
http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/cdk/


AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

ガイドとパターン

• AWS Config CloudTrail のカスタム修復ルールを使用して AWS を自動的に再有効化

追加情報
よくある質問

Q: AWS Config はどのように機能しますか?

A. AWS Config を有効にすると、まずアカウントに存在するサポートされている AWS リソースを検出
し、リソースごとに設定項目を生成します。また、AWS Config はリソースの設定が変更されたときに設
定項目を生成し、設定レコーダーを起動した時点からのリソースの設定項目の履歴記録を保持します。デ
フォルトでは、AWS Config は AWS リージョン内のサポートされているすべてのリソースの設定項目を作
成します。AWS Config でサポートされるすべてのリソースの設定項目を作成しないようにするには、追
跡するリソースタイプを指定します。

Q: AWS Config と AWS Config のルールは AWS Security Hub とどのように関連していますか?

A. AWS Security Hub は、セキュリティとコンプライアンス体制の管理をサービスとして提供するセキュ
リティおよびコンプライアンスサービスです。AWS リソースの設定を評価する主要なメカニズムとし
て、AWS Config と AWS Config ルールを使用しています。AWS Config ルールを使用して、リソース設定
を直接評価することもできます。Config ルールは、AWS AWS Control Tower や AWS Firewall Manager な
ど、他の AWS サービスでも使用されます。

AWS Organizations と AWS Secrets Manager を使
用して、IAM ユーザーアクセスキーを大規模に自動
的にローテーションします

トレーシー・ヒッキー（AWS）、ガウラヴ・バーマ（AWS）、ローラ・セレトス（AWS）、マイケル・
デイビー、アービンド・パテル（AWS）によって作成されました

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

AWS サービス: AWS 
CloudFormation; CloudWatch ア
マゾンイベント; AWS Identity 
and Access Management; AWS 
Lambda; AWS Organizations; 
Amazon S3; Amazon SES; AWS 
Secrets Manager

概要
アクセスキーは、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーまたは AWS アカウントのルート
ユーザー用の長期認証情報です。IAM 認証情報を定期的にローテーションすることで、侵害された IAM ア
クセスキーが AWS アカウントのコンポーネントにアクセスするのを防ぐことができます。IAM 認証情報
のローテーションも、IAM のセキュリティベストプラクティスの重要な部分です。

このパターンは、IAM キーローテーションリポジトリで提供されている AWS CloudFormation テンプレー
トを使用して GitHub IAM アクセスキーを自動的にローテーションするのに役立ちます。
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前提条件と制限

このパターンは、単一アカウントまたは複数アカウントでのデプロイをサポートします。AWS 
Organizations を使用している場合、このソリューションは組織内のすべての AWS アカウント ID を識別
し、アカウントが削除されるか、新しいアカウントが作成されると動的にスケーリングします。一元管理
された AWS Lambda 関数は、想定された IAM ロールを使用して、選択した複数のアカウントにわたって
ローテーション関数をローカルで実行します。

• 既存のアクセスキーが 90 日経過すると、新しい IAM アクセスキーが生成されます。 
• 新しいアクセスキーは、AWS Secrets Manager にシークレットとして保存されます。リソースベースの

ポリシーでは、指定された IAM プリンシパルのみがシークレットにアクセスして取得できます。キーを
管理アカウントに保存することを選択した場合、すべてのアカウントのキーは管理アカウントに保存さ
れます。

• 新しいアクセスキーが作成された AWS アカウントの所有者に割り当てられた E メールアドレスに通知
が届きます。

• 以前のアクセスキーは 100 日前に非アクティブ化され、110 日経過すると削除されます。
• 一元化された電子メール通知が AWS アカウント所有者に送信されます。

Lambda 関数と Amazon CloudWatch はこれらのアクションを自動的に実行します。その後、新しいア
クセスkey pair を取得して、コードまたはアプリケーションで置き換えることができます。ローテーショ
ン、削除、および非アクティブ化の期間はカスタマイズできます。

前提条件と制限
• 少なくとも 1 つのアクティブな AWS アカウント。
• AWS Organizations、設定、セットアップ (チュートリアルを参照)
• 管理アカウントから AWS Organizations をクエリする権限。詳細については、AWS Organizations のド

キュメントの「AWS Organizations およびサービスにリンクされたロール」を参照してください。
• AWS CloudFormation テンプレートと関連リソースを起動する権限を持つ IAM プリンシパル。詳細につ

いては、AWS CloudFormation のドキュメントの「自己管理型のアクセス許可の承認」を参照してくだ
さい。

• リソースをデプロイするための既存の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
• Amazon Simple Email Service (Amazon SES) はサンドボックスから移動しました。詳細について

は、Amazon SES ドキュメントの「Amazon SES サンドボックスからの移行」を参照してください。
• Lambda を仮想プライベートクラウド (VPC) で実行する場合は、 CloudFormation メインテンプレート

を実行する前に次のリソースを作成する必要があります。
• VPC。
• サブネット。
• Amazon SES、AWS Systems Manager、AWS Security Token Service (AWS STS)、Amazon 

S3、AWS Secrets Manager のエンドポイント。( GitHub IAM キーローテーションリポジトリで提供
されているエンドポイントテンプレートを実行して、これらのエンドポイントを作成できます)。

• AWS Systems Manager のパラメータ (SSM パラメータ) に保存されている簡易メール転送プロトコル 
(SMTP) ユーザーとパスワード。 CloudFormation パラメータはメインテンプレートのパラメータと一致
する必要があります。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• アマゾン CloudWatch
• アマゾン EventBridge
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アーキテクチャ

• IAM
• AWS Lambda
• AWS Organizations 
• Amazon S3

アーキテクチャ

次の図は、このパターンのコンポーネントとワークフローを示しています。このソリューションでは、認
証情報を保存するシナリオとして、メンバーアカウントと管理アカウントの 2 つのシナリオがサポートさ
れています。

オプション 1: 認証情報をメンバーアカウントに保存する

オプション 2: 認証情報を管理アカウントに保存する

この図は、以下のワークフローを示しています。

1. EventBridge イベントは 24 時間ごとにaccount_inventory Lambda 関数を起動します。
2. この Lambda 関数は、すべての AWS アカウント ID、アカウント名、アカウント E メールのリストを 

AWS Organizations に問い合わせます。 
3. account_inventoryLambda 関数は AWS アカウント ID ごとにaccess_key_auto_rotation

Lambda 関数を開始し、追加の処理のためにメタデータをそのアカウントに渡します。
4. access_key_auto_rotationLambda 関数は、想定された IAM ロールを使用して AWS アカウント 

ID にアクセスします。Lambda スクリプトは、アカウント内のすべてのユーザーとその IAM アクセス
キーに対して監査を実行します。 

5. IAM アクセスキーの有効期間がベストプラクティスのしきい値を超えていない場合、Lambda 関数はそ
れ以上アクションを実行しません。

6. IAM アクセスキーの有効期限がベストプラクティスのしきい値を超えている場
合、access_key_auto_rotation Lambda 関数は実行するローテーションアクションを決定しま
す。

7. アクションが必要な場合、新しいキーが生成されると、access_key_auto_rotation Lambda 関数
は AWS Secrets Manager でシークレットを作成および更新します。指定した IAM プリンシパルのみ
がシークレットにアクセスして取得できるようにするリソースベースのポリシーも作成されます。オプ
ション 1 の場合、認証情報はそれぞれのアカウントの Secrets Manager に保存されます。オプション 2 
の場合 (StoreSecretsInCentralAccountフラグが True に設定されている場合)、認証情報は管理ア
カウントの Secrets Manager に保存されます。 

8. アカウントの所有者にローテーションアクティビティを通知するためにnotifier Lambda 関数が開始
されます。この関数は、AWS アカウント ID、アカウント名、アカウント E メール、および実行された
ローテーションアクションを受け取ります。 

9. notifierLambda 関数は、デプロイ S3 バケットにメールテンプレートをクエリし、関連するアク
ティビティメタデータを使用して動的に更新します。その後、メールはアカウントオーナーのメールア
ドレスに送信されます。

[Note:] (メモ:) このソリューションは監査モードで実行できます。監査モードでは、IAM アクセスキー
は変更されませんが、ユーザーに通知するメールが送信されます。ソリューションを監査モードで実行
するには、キーローテーションテンプレートを実行するとき、またはaccess_key_auto_rotation
LambdaDryRunFlag 関数の環境変数でフラグを True に設定します。

自動化とスケーリング
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Tools

CloudFormation このソリューションを自動化するテンプレートは GitHub IAM キーローテーションリポジ
トリで提供され、コードセクションにリストされています。AWS Organizations では、CloudFormation 
StackSetsソリューションを各メンバーアカウントに個別にデプロイする代わりに、ASA-iam-key-
auto-rotation-iam-assumed-roles.yaml CloudFormation テンプレートを複数のアカウントにデプ
ロイできます。 

Tools
AWS サービス

• Amazon CloudWatch は、AWS リソースと、AWS でリアルタイムに実行されるアプリケーションのメ
トリクスをモニタリングするのに役立ちます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されているかをコントロー
ルすることで、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングされるため、課
金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• AWS Organizations は、作成して集中管理している複数の AWS アカウントを組織に統合するためのア
カウント管理サービスです。

• AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) 
を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得できるようにな
ります。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon Simple Email Service (Amazon SES) では、ユーザー自身の E メールアドレスとドメインを使
用して E メールを送受信できます。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含むパブ
リッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリッ
トがあります。 

• Amazon VPC エンドポイントは、AWS が提供するサービス (多数の AWS PrivateLink サービスを含む) 
に接続するためのインターフェイスを提供します。VPC から指定した各サブネット内にエンドポイント
のネットワークインターフェイスが作成され、サブネットアドレス範囲からプライベート IP アドレスが
割り当てられます。 

Code

必要な AWS CloudFormation テンプレート、Python スクリプト、および Runbook ドキュメントは GitHub
IAM キーローテーションリポジトリにあります。テンプレートは次のようにデプロイされます。

テンプレート にデプロイ Notes (メモ)

ASA-iam-key-auto-
rotation-iam-assumed-
roles.yaml

単一または複数のメンバーアカウ
ント

CloudFormation スタックセット
を使用して、このテンプレート
を複数のアカウントにデプロイ
できます。

ASA-iam-key-auto-
rotation-and-notifier-
solution.yaml

デプロイメントアカウント これがソリューションのメイン
テンプレートです。
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ASA-iam-key-auto-
rotation-list-accounts-
role.yaml

デプロイメントアカウント このテンプレートを使用し
て、AWS Organizations のアカ
ウントのインベントリを保管し
てください。

ASA-iam-key-auto-
rotation-vpc-
endpoints.yaml

デプロイメントアカウント VPC で Lambda 関数を実行
する場合にのみ、このテンプ
レートを使用してエンドポイ
ントの作成を自動化します 
(RunLambdaInVPC メインテン
プレートでパラメータを True に
設定します)。

叙事詩
ソリューションのセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

デプロイ S3 バケットを選択しま
す。

アカウントの AWS マネジメ
ントコンソールにサインイン
し、Amazon S3 コンソールを
開いて、デプロイする S3 バ
ケットを選択します。AWS 
Organizations の複数のアカウン
トにソリューションを実装する
場合は、組織の管理アカウント
にサインインしてください。

クラウドアーキテクト

リポジトリをクローンします。 GitHub IAM キーローテーショ
ンリポジトリをローカルデスク
トップにクローンします。

クラウドアーキテクト

ファイルを S3 バケットにアップ
ロードします。

クローンしたファイルを S3 バ
ケットにアップロードします。
以下のデフォルトのフォルダ構
造を使用して、すべてのクロー
ンファイルとディレクトリをコ
ピーして貼り付けます。asa/
asa-iam-rotation

[Note:] (メモ:) CloudFormation こ
のフォルダ構造はテンプレート
でカスタマイズできます。

クラウドアーキテクト

E メールテンプレートを変更しま
す。

必要に応じて、iam-
auto-key-rotation-
enforcement.htmlメール
テンプレート (templateフォ
ルダー内) を変更しま
す。[Department Name 
Here]テンプレートの最後にあ
るものを所属部署名に置き換え
てください。

クラウドアーキテクト
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ソリューションのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation キーローテー
ション用のテンプレートを起動
します。

1. ASA-iam-key-auto-
rotation-and-notifier-
solution.yamlデプロイア
カウントでテンプレートを起
動します。詳細については、 
CloudFormation ドキュメント
の「スタックテンプレートの
選択」を参照してください。

2. 以下を含むパラメータの値を
指定します。
• CloudFormation S3 バケッ

ト名 (S3BucketName) — 
Lambda コードを含むデプ
ロイ S3 バケットの名前。

• CloudFormation S3 バ
ケットプレフィックス
(S3BucketPrefix) — S3 
バケットのプレフィック
ス。

• ドライランフラグ (監査モー
ド) (DryRunFlag) — 監査
モードをオンにする場合
は True に設定し (デフォル
ト)、強制モードをオンにす
る場合は False に設定しま
す。

• AWS 組織 ID (AWSOrgID) 
— 組織の固有の ID。o-先
頭と後に 10 ～ 32 個の小文
字または数字が続きます。

• 管理者メールアドレス
(AdminEmailAddress)-通
知を送信するための有効な
メールアドレス。

• 想定されるIAMロール名
(IAMRoleName) — アカウ
ントの一覧表示に使用され
る組織アカウントのロール
名。

• Lambda 関数の VPC ID
(VpcId)、セキュリティ
グループルールの VPC 
CIDR (VpcCidr)、およ
び Lambda 関数のサブ
ネット ID (SubnetId) —
TrueRunLambdaInVpc
に設定した場合は 
VPC、CIDR、およびサブ
ネットに関する情報を入力
します。

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル
• SMTP ユーザ 

SSM パラメータ名
(SMTPUserParamName) 
および SMTP パスワー
ド SSM パラメータ名
(SMTPPasswordParamName) 
— 簡易メール転送プロトコ
ル (SMTP) のユーザーおよ
びパスワード情報。 
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タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation 想定される役割
のテンプレートを起動します。

1. AWS CloudFormation コン
ソールで、ASA-iam-key-
auto-rotation-iam-
assumed-roles.yamlキー
をローテーションするアカウ
ントごとにテンプレートを起
動します。アカウントが複数
ある場合は、 CloudFormation 
管理アカウントにメインテ
ンプレートをスタックとし
てデプロイし、ASA-iam-
key-auto-rotation-iam-
assumed-roles.yaml
CloudFormation スタックセッ
トを含むテンプレートを必要
なすべてのアカウントにデプ
ロイできます。詳細について
は、 CloudFormation ドキュメ
ントの「AWS CloudFormation 
StackSets での作業」を参照
してください。

2. 以下のパラメータの値を指定
します。
• 想定した IAM ロール

名 (IAMRoleName) — 
Lambdaaccess_key_auto_rotation
関数によって引き継がれる 
IAM ロール名。デフォル
ト値をそのまま使用できま
す。

• IAM 実行ロール名
(ExecutionRoleName) — 
Lambda 関数を実行するサ
ブアカウントロールを引き
継ぐ IAM ロール。

• プライマリ AWS 
アカウント ID
(PrimaryAccountID) — 
メインテンプレートがデプ
ロイされる AWS アカウン
ト ID。 

• IAM 免除グループ
(IAMExemptionGroup) — 
自動キーローテーションか
ら除外したい IAM アカウ
ントを容易にするために使
用されている IAM グループ
名。

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation アカウントイン
ベントリのテンプレートを起動
します。

1. ASA-iam-key-auto-
rotation-list-
accounts-role.yamlデプ
ロイアカウントでテンプレー
トを起動します。 

2. 以下のパラメータの値を指定
します。
• 想定した IAM ロール

名 (IAMRoleName) — 
Lambdaaccess_key_auto_rotation
関数が引き受ける IAM ロー
ル名。

• アカウントの IAM 実
行ロール名 Lambda
(AccountExecutionRoleName) 
— Lambdanotifier 関数
が引き受ける IAM ロールの
名前。

• ローテーション用の IAM 
実行ロール名 Lambda
(RotationExecutionRoleName) 
— 
Lambdaaccess_key_auto_rotation
関数が引き受ける IAM ロー
ルの名前。

• プライマリ AWS 
アカウント ID
(PrimaryAccountID) — 
メインテンプレートがデプ
ロイされる AWS アカウン
ト ID。

クラウドアーキテクト

VPC CloudFormation エンドポイ
ントのテンプレートを起動しま
す。

1. (オプション)ASA-iam-key-
auto-rotation-vpc-
endpoints.yaml デプロイア
カウントでテンプレートを起
動します。 

2. 以下のパラメータの値を指定
します。
• VPC の VPC ID

(pVpcId)、サブネット 
ID (pSubnetId)、および
CIDR 範囲 (pVPCCidr) — 
VPC、CIDR、およびサブ
ネットに関する情報を提供
します。

• 各 VPC エンドポイントのパ
ラメータを True に設定しま
す。エンドポイントが既に
ある場合は、False を選択で
きます。

クラウドアーキテクト
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関連リソース

関連リソース
• IAM でのセキュリティのベストプラクティス (IAM ドキュメント)
• AWS Organizations およびサービスにリンクされたロール (AWS Organizations のドキュメント)
• スタックテンプレートの選択 (CloudFormation ドキュメンテーション)
• AWS での作業 CloudFormation StackSets (CloudFormation ドキュメンテーション)

IAM アクセスアナライザーと AWS CloudFormation 
マクロを使用して CodePipeline、IAM ポリシーと
ロールを AWS アカウントに自動的に検証してデプ
ロイします。

ヘルトン・エンリケ・リベイロ (AWS) とギリェルメ・シモエス (AWS) が作成

リポジトリ、リポジトリ、リ
ポジトリ:リポジトリ

• IAM ロールパイプライン

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス DevOps

AWS サービス:AWS 
CloudFormation; AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit; 
AWS CodePipeline; AWS 
Lambda; AWS SAM

概要
このパターンでは、開発チームがAmazon Web Services（AWS）アカウントで AWS Identity and Access 
Management（IAM）ポリシーとロールを作成できるようにするデプロイパイプラインを作成する手順と
コードを示します。このアプローチにより、組織は運用チームのオーバーヘッドを削減し、導入プロセス
をスピードアップできます。また、開発者が既存のガバナンスやセキュリティコントロールと互換性のあ
る IAM ロールやポリシーを作成するのにも役立ちます。

このパターンのアプローチでは、AWS Identity and Access Management Access Analyzer を使用して IAM 
ロールにアタッチしたい IAM ポリシーを検証し、AWS CloudFormation を使用して IAM ロールをデプ
ロイします。ただし、開発チームは AWS CloudFormation テンプレートファイルを直接編集する代わり
に、JSON 形式の IAM ポリシーとロールを作成します。AWS CloudFormation マクロは、デプロイを開始
する前に、これらの JSON 形式のポリシーファイルを AWS CloudFormation IAM リソースタイプに変換し
ます。

デプロイパイプライン (RolesPipeline) には、ソース、検証、デプロイの各ステージがあります。ソー
スステージでは、開発チームが IAM ロールとポリシーの定義を含む JSON ファイルを AWS CodeCommit 
リポジトリにプッシュします。AWS CodeBuild はスクリプトを実行して、Amazon SSimple Storage 
Service (Amazon S3) バケットにコピーします。開発チームは別の S3 バケットに保存されている AWS 
CloudFormation テンプレートファイルに直接アクセスできないため、JSON ファイルの作成と検証のプロ
セスに従う必要があります。
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前提条件と制限

最後に、デプロイフェーズでは、AWS CodeDeploy は AWS CloudFormation スタックを使用してアカウン
トの IAM ポリシーとロールを更新または削除します。

重要:このパターンのワークフローは概念実証 (POC) であるため、テスト環境でのみ使用することをお勧
めします。このパターンのアプローチを本番環境で使用する場合は、IAM ドキュメントの「IAM のセキュ
リティのベストプラクティス」を参照し、IAM ロールと AWS サービスに必要な変更を加えてください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• RolesPipelineパイプライン用の新規または既存の S3 バケット。使用しているアクセス認証情報に、

このバケットにオブジェクトをアップロードする権限があることを確認してください。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールと設定 (AWS CLI) が準備 (AWS CLI) が準備、

詳細については、AWS CLI ドキュメントの「AWS CLI のインストール、更新、更新、更新、およびア
ンインストール」を参照してください。 

• AWS Serverless Application Model (AWS SAM) モデル (AWS SAM) モデル (AWS SAM) の CLI (AWS 
SAM) モデル 詳細については、AWS SAM ドキュメントの「AWS SAM CLI のインストール」を参照し
てください。 

• ローカルマシンにインストールされている Python 3 がインストールされている。準備、準備、準備、準
備 詳細については、Python のドキュメントを参照してください。

• インストールおよび設定された Git クライアント。
• GitHub IAM roles pipelineローカルマシンに複製されたリポジトリ。 
• 既存の JSON 形式の IAM ポリシーとロール。詳細については、Github ReadMeIAM roles 
pipelineリポジトリ内のファイルを参照してください。

• 開発者チームには、このソリューションの AWS CodePipeline CodeBuild、 CodeDeploy およびリソー
スを編集する権限があってはなりません。

機能制限

• このパターンのワークフローは概念実証 (POC) であり、テスト環境でのみ使用することをお勧めしま
す。このパターンのアプローチを本番環境で使用する場合は、IAM ドキュメントの「IAM のセキュリ
ティのベストプラクティス」を参照し、IAM ロールと AWS サービスに必要な変更を加えてください。

アーキテクチャ
次の図は、IAM Access Analyzer と AWS CloudFormation マクロを使用して CodePipeline、IAM ロールと
ポリシーを自動的に検証してアカウントにデプロイする方法を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. 開発者は、IAM ポリシーとロールの定義を含む JSON ファイルを作成します。 CodeCommit 
CodePipeline 開発者はコードをリポジトリにプッシュし、RolesPipelineパイプラインを開始しま
す。

2. CodeBuild IAM Access Analyzer を使用して JSON ファイルを検証します。セキュリティまたはエラー
に関連する結果が見つかると、デプロイプロセスは停止します。

3. セキュリティまたはエラーに関連する結果がない場合、JSON ファイルはRolesBucket S3 バケットに
送信されます。
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Tools

4. 次に、AWS Lambda 関数として実装された AWS CloudFormation マクロは、RolesBucketバケットか
ら JSON ファイルを読み取り、AWS CloudFormation IAM リソースタイプに変換します。

5. 事前定義された AWS CloudFormation スタックは、アカウントの IAM ポリシーとロールをインストー
ル、更新、または削除します。 

自動化とスケール

このパターンを自動的にデプロイする AWS CloudFormation テンプレートは GitHub IAM ロールパイプラ
インリポジトリで提供されます。

Tools
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サー

ビスと対話するためのオープンソースツールです。
• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役

立ちます。
• IAM Access Analyzer の機能は、外部エンティティと共有されている S3 バケットや IAM ロールなど、

組織とアカウントのリソースを識別するのに役立ちます。これにより、リソースやデータへの意図しな
いアクセスを特定するのに役立ちます。

• Serverless Application Model (AWS SAM) は、AWS クラウドでサーバーレスアプリケーションを構築す
るのに役立ちます。

Code

このパターンのソースコードとテンプレートは、 GitHub IAM ロールパイプラインリポジトリにありま
す。

叙事詩
リポジトリの準備、準備、準備

タスク 説明 必要なスキル

サンプルリポジトリをクローン
します。

GitHub IAM ロールパイプライン
リポジトリをローカルマシンに
複製します。

アプリ開発者、ジェネラル AWS

RolesPipeline パイプラインをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

パイプラインをデプロイしま
す。

1. クローンを含むディレクトリ
に移動します。

2. make deploy 
bucket=<bucket_name> コ
マンドを実行します。重要:既
存の S3<bucket_name> バ
ケットのバケット名に置き換
える必要があります。

3. aws codepipeline 
get-pipeline –name 

アプリ開発者、ジェネラル AWS
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
RolesPipelineコマンドを
実行して、デプロイが成功し
たかどうかを確認します。

パイプラインのリポジトリをク
ローンします。

1. RolesPipelineAWS 
CloudFormation roles-
pipeline-repo
CodeCommit スタックはリポ
ジトリを作成します。

2. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして AWS 
CodeCommit コンソールを
開き、 CodeCommit リポジ
トリの URL をコピーして
ローカルマシンに複製しま
す。詳細については、AWS 
CodeCommit ドキュメントの
「AWS CodeCommit リポジト
リへのConnect」を参照してく
ださい。

アプリ開発者、ジェネラル AWS

RolesPipeline パイプラインのテスト

タスク 説明 必要なスキル

有効な IAM RolesPipeline ポリ
シーとロールを使用してパイプ
ラインをテストします。

1. IAM ポリシーとロール用の 
JSON ファイルを作成しま
す。role-example GitHub
IAM roles pipelineリポ
ジトリのディレクトリにある
サンプルを使用できます。

2. 必要な設定で IAM ポリシー
とロールを定義します。重
要:ReadMe GitHub IAM 
roles pipelineリポジトリ
のファイルに記述されている
形式に必ず従ってください。

3. roles-pipeline-repo
CodeCommit 変更内容をリポ
ジトリにプッシュします。

4. RolesPipelineパイプライ
ンの実装を確認します。

5. IAM ポリシーとロールがアカ
ウントに正しくデプロイされ
ていることを確認してくださ
い。

6. IAM ポリシーまたはロールに
関連する権限の境界があるか
どうかを確認します。詳細に
ついては、IAM ドキュメン
トの「IAM エンティティのア
クセス許可の境界のアクセス

アプリ開発者、ジェネラル AWS
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
許可の境界のアクセス許可の
境界準備」を参照してくださ
い。

無効な IAM RolesPipeline ポリ
シーとロールを使用してパイプ
ラインをテストします。

1. roles-pipeline-repo
CodeCommit リポジトリを変
更し、無効な IAM ロールま
たはポリシーを含めてくださ
い。たとえば、存在しないア
クションや無効な IAM ポリ
シーバージョンを使用できま
す。

2. パイプラインの実装を検証し
ます。IAM Access Analyzer 
は、無効な IAM ポリシーまた
はロールを検出すると、検証
段階でパイプラインを停止し
ます。

アプリ開発者、ジェネラル AWS

リソースのクリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

クリーンアップの準備準備準備
準備準備準備準備準備

S3 バケットを空にしてか
ら、destroyコマンドを実行し
ます。

アプリ開発者、ジェネラル AWS

RolesStack スタックを削除しま
す。

1. RolesPipelineパイプライ
ンは IAM ポリシーとロール
をデプロイするRolesStack
AWS CloudFormation 
スタックを作成しま
す。RolesPipelineパイプ
ラインを削除する前に、この
スタックを削除する必要があ
ります。

2. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして AWS 
CloudFormation コンソールを
開き、RolesStackスタック
を選択して [削除] を選択しま
す。

アプリ開発者、ジェネラル AWS

RolesPipeline スタックを削除し
ます。

RolesPipelineAWS 
CloudFormation スタックを削除
するには、Github ReadMeIAM 
roles pipelineリポジトリ内
のファイルの指示に従います。

アプリ開発者、ジェネラル AWS

関連リソース
• IAM アクセスアナライザー — ポリシー検証 (AWS ニュースブログ)
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Security Hub と Jira を双方向に統合

• AWS CloudFormation マクロを使用したテンプレートのカスタム処理の実行 (AWS ドキュメント) を使
用したテンプレートのカスタム処理の実行 (AWS ドキュメント) を使用したテンプレートの準備 (AWS 
CloudFormation ドキュメント)

• Python を使用したラムダ関数のビルド (AWS Lambda ドキュメント) を使用したラムダ関数のビルド
(AWS Lambda ドキュメント

AWS Security Hub を Jira ソフトウェアと双方向で
統合

ホアキン・マヌエル・リナウド (AWS) が作成

コードリポジトリ

• Security Hub から JIRA への統
合

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: AWS Lambda; 
AWS Security Hub; アマゾン 
CloudWatch

概要
このソリューションは、AWS Security Hub と Jira 間の双方向統合をサポートします。このソリューショ
ンを使用すると、Security Hub の検出結果から JIRA チケットを自動的かつ手動で作成および更新できま
す。セキュリティチームはこの統合を利用して、対策が必要な重大なセキュリティ上の結果を開発チーム
に通知できます。

このソリューションにより、次のことが可能になります。

• Jira でチケットを自動的に作成または更新する Security Hub コントロールを選択します。
• Security Hub コンソールで、Security Hub カスタムアクションを使用して Jira のチケットを手動でエス

カレーションします。
• AWS AWS Organizations で定義されている AWS アカウントタグに基づいて Jira でチケットを自動的に

割り当てます。このタグが定義されていない場合は、デフォルトの担当者が使用されます。
• Jira で誤検知または許容リスクとしてマークされた Security Hub の結果を自動的に非表示にします。
• 関連する結果が Security Hub にアーカイブされると、Jira チケットを自動的にクローズします。
• Security Hub 検出結果が再発したら、Jira チケットを再度開きます。

Jira ワークフロー

このソリューションでは、開発者がリスクを管理および文書化できるカスタム Jira ワークフローを使用し
ています。課題がワークフローを進むにつれて、双方向統合により、Jira チケットと Security Hub の検出
結果のステータスが両方のサービスのワークフロー間で確実に同期されます。このワークフローは、CC 
BY 4.0でライセンスされたDinis SecDevOps Cruzによるリスクワークフローの派生物です。セキュリティ
チームのメンバーだけがチケットステータスを変更できるように、Jira ワークフロー条件を追加すること
をお勧めします。
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このソリューションによって自動的に生成される Jira チケットの例については、このパターンの「追加情
報 (p. 2407)」セクションを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• このソリューションをマルチアカウントの AWS 環境にデプロイする場合:
• マルチアカウント環境はアクティブで、AWS Organizations によって管理されています。
• Security Hub は AWS アカウントで有効になっています。
• AWS Organizations では、Security Hub 管理者アカウントを指定しています。
• AWS OrganizationsAWSOrganizationsReadOnlyAccess 管理アカウントへのアクセス権限を持つ

クロスアカウント IAM ロールがあります。
• (オプション) AWSSecurityContactID アカウントにタグを付けました。このタグは、定義された

セキュリティ連絡先に Jira チケットを割り当てるために使用されます。
• このソリューションを 1 つの AWS アカウントにデプロイする場合:

• アクティブな AWS アカウントがある。
• AWS アカウントでSecurity Hub が有効になっている。

• Jira サーバーインスタンス

重要: このソリューションは Jira Cloud の使用をサポートしています。ただし、Jira Cloud は XML ワー
クフローのインポートをサポートしていないため、Jira でワークフローを手動で再作成する必要があり
ます。

• Jira の管理者権限
• 次の Jira トークンのいずれか:

• Jira Enterpriseの場合、パーソナルアクセストークン (PAT)。詳細については、「個人アクセストーク
ンの使用 (アトラシアンサポート)」を参照してください。

• Jira クラウドの場合、Jira API トークン。詳細については、API トークンの管理 (Atlassian サポート) 
を参照してください。

アーキテクチャ
このセクションでは、開発者とセキュリティエンジニアがリスクを受け入れるか、問題を解決するかを決
める場合など、さまざまなシナリオにおけるソリューションのアーキテクチャについて説明します。

シナリオ 1: 開発者が問題に対処します

1. Security Hub は、AWS 基本セキュリティベストプラクティス標準などの特定のセキュリティコント
ロールに対する結果を生成します。

2. CreateJIRA結果とアクションに関連付けられた Amazon CloudWatch イベントにより、AWS Lambda 
関数が開始されます。

3. Lambda 関数は、GeneratorId設定ファイルと結果のフィールドを使用して、結果をエスカレートす
る必要があるかどうかを評価します。

4. Lambda 関数は、結果をエスカレーションする必要があると判断し、AWSSecurityContactID 管理
アカウントの AWS Organizations からアカウントタグを取得します。この ID は開発者に関連付けら
れ、Jira チケットの担当者 ID として使用されます。

5. Lambda 関数は、AWS Secrets Manager に保存されている認証情報を使用して Jira でチケットを作成
します。Jira は開発者に通知します。
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6. 開発者は基礎となるセキュリティ上の問題に対処し、JiraTEST FIX ではチケットのステータスをに変
更します。

7. Security Hub は結果を次のように更新しARCHIVED、新しいイベントが生成されます。このイベントに
より、Lambda 関数は Jira チケットを自動的に閉じます。

シナリオ 2: 開発者はリスクを受け入れることにした

1. Security Hub は、AWS 基本セキュリティベストプラクティス標準などの特定のセキュリティコント
ロールに対する結果を生成します。

2. CloudWatch CreateJIRA結果とアクションに関連するイベントにより、Lambda 関数が開始されま
す。

3. Lambda 関数は、GeneratorId設定ファイルと結果のフィールドを使用して、結果をエスカレートす
る必要があるかどうかを評価します。

4. Lambda 関数は、結果をエスカレーションする必要があると判断し、AWSSecurityContactID 管理
アカウントの AWS Organizations からアカウントタグを取得します。この ID は開発者に関連付けら
れ、Jira チケットの担当者 ID として使用されます。

5. Lambda 関数は、Secrets Manager に保存されている認証情報を使用して Jira でチケットを作成しま
す。Jira は開発者に通知します。

6. 開発者はリスクを受け入れることにし、JiraAWAITING RISK ACCEPTANCE ではチケットのステータス
をに変更します。

7. セキュリティエンジニアはリクエストを確認し、ビジネス上の正当性が適切であると判断します。セ
キュリティエンジニアは JiraACCEPTED RISK チケットのステータスをに変更します。これで Jira チ
ケットは終了します。

8. CloudWatch 毎日のイベントで Lambda 関数の更新が開始されます。この関数は、クローズした JIRA 
チケットを識別し、関連するSecurity HubSUPPRESSED 結果をとして更新します。

Tools
• AWS CloudFormation は、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫性のあるプロビジョニングを

行い、AWS アカウントとリージョンにわたるライフサイクル全体にわたる管理を支援します。
• Amazon CloudWatch Events では、ルールを使用してイベントを照合し、関数またはストリームにルー

ティングすることで、AWS リソースのシステムイベントを監視できます。
• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実行できるようにするコン

ピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングします。
• AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを 1 つの組織に統合できるアカウント管理サービスで

す。
• AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) 

を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得できるようにな
ります。

• AWS Security Hub は、AWS のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します。AWS 環境をチェッ
クし、セキュリティの業界標準およびベスト・プラクティスに照らしてAWS 環境をチェックすることも
できます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub、aws-securityhub-jira-software-integrationリポジトリにあります。このソ
リューションのサンプルコードと Jira ワークフローが含まれています。
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叙事詩

叙事詩
Jira を設定

タスク 説明 必要なスキル

ワークフローをインポートしま
す。

Jira の管理者として、issue-
workflow.xmlファイルを Jira 
Server インスタンスにインポー
トします。このファイルは、の
aws-securityhub-jira-software-
integration リポジトリにありま
す GitHub。手順については、
「XML を使用してワークフロー
を作成する」(Jira ドキュメント) 
を参照してください。

Jira 管理者

ワークフローをアクティブ化し
て割り当てます。

ワークフローは、ワークフロー
スキームに割り当てるまで非ア
クティブです。次に、ワークフ
ロースキームをプロジェクトに
割り当てます。

1. プロジェクトでは、プロジェ
クトの課題タイプスキーム
を特定しておいてください。
新しい課題タイプを作成する
か、などの既存の課題タイプ
から選択できますBug。

2. ワークフローを有効化 (Jira ド
キュメント) の指示に従って、
インポートしたワークフロー
をワークフロースキームに割
り当てます。

3. 「ワークフロースキームをプ
ロジェクトに関連付ける」
(Jira ドキュメント) の指示に
従って、ワークフロースキー
ムをプロジェクトに割り当て
ます。

Jira 管理者

ソリューションパラメーターの設定

タスク 説明 必要なスキル

ソリューションパラメータを設
定します。

1. conf フォルダーで、を開きま
すparams_prod.shfile。

2. 以下のパラメーターに値を入
力します。
• ORG_ACCOUNT_ID— AWS 

Organizations の管理アカ
ウントのアカウント ID。ソ
リューションはアカウント

AWS システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
タグを読み取り、それらの 
AWS アカウントタグで定義
されている特定のセキュリ
ティ連絡先にチケットを割
り当てます。

• ORG_ROLE— AWS 組織管
理アカウントへのアクセ
スに使用される IAM ロー
ルの名前。このロールに
は、OrganizationsReadOnlyAccessア
クセス許可が必要です。

• EXTERNAL_ID— で定義さ
れている IAM ロールを引き
受けるために外部 ID を使用
する場合のオプションパラ
メータORG_ROLE。詳細に
ついては、「外部 ID の使用
方法 (IAM ドキュメント)」
を参照してください。

• JIRA_DEFAULT_ASSIGNEE— 
これはすべてのセキュリ
ティ問題のデフォルト担当
者の Jira ID です。このデ
フォルトは、アカウントに
正しくタグ付けされていな
い場合や役割を引き受ける
ことができない場合に使用
されます。

• JIRA_INSTANCE— 以
下の形式の Jira サー
バーの HTTPS アド
レス:team-<team-
id>.atlassian.net/

• JIRA_PROJECT_KEY— チ
ケットの作成に使用される 
Jira プロジェクトキーの名
前 (SECまたはなど)TEST。
このプロジェクトは、既に 
Jira に存在している必要が
あります。 

• ISSUE_TYPE— Jira のプ
ロジェクトに割り当てら
れている課題タイプスキー
ムの名前 (Bugまたはな
ど)Security Issue。

• REGIONS— このソリュー
ションをデプロイしたい 
AWS リージョンコードのリ
スト (例:)eu-west-1。

3. ソリューションパラメータ
ファイルを保存して閉じま
す。
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タスク 説明 必要なスキル

自動化したい調査結果を特定し
ます。

1. https:// 
console.aws.amazon.com/ 
securityhub/ でSecurity Hub コ
ンソールを開きます

2. Security Hub ナビゲーション
ペインで、[Findings] (結果) を
選択します。

3. 結果のタイトルを選択しま
す。

4. 結果 ID を選択します。これ
により、調査結果の完全な 
JSON が表示されます。

5. JSON 
で、GeneratorIdフィー
ルドの文字列をコピーしま
す。この値は AWS セキュ
リティ検出フォーマット
(ASFF) です。たとえばaws-
foundational-security-
best-practices/
v/1.0.0/S3.1、S3.1 S3 パ
ブリックアクセスブロック設
定を有効にする必要がありま
す。

6. GeneratorID自動化したい
結果の値をすべてコピーする
まで、この手順を繰り返しま
す。
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タスク 説明 必要なスキル

結果を設定ファイルに追加しま
す。

1. src/code
で、config.jsonconfigファ
イルを開きます。

2. GeneratorIDdefault前の
ストーリーで取得した値をパ
ラメータに貼り付け、カンマ
を使用して各 ID を区切りま
す。

3. 設定ファイルを保存して閉じ
ます。

次のコード例は、aws-
foundational-security-
best-practices/v/1.0.0/
SNS.1aws-foundational-
security-best-practices/
v/1.0.0/S3.1と結果の自動化
を示しています。

{ 
    "Controls" : { 
        "eu-west-1": [ 
        
  "arn:aws:securityhub:::ruleset/
cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/
rule/1.22"  
     ], 
        "default": [
aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0/
SNS.1,
aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0/S3.1 
     ] 
    }  
 }

[Note:] (メモ:) AWS リージョン
ごとに異なる調査結果を自動化
することができます。結果の重
複を防ぐには、IAM 関連の統制
の作成を自動化するために 1 つ
のリージョンを選択することを
おすすめします。

AWS システム管理者

インテグレーションをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

インテグレーションをデプロイ
します。

コマンドラインターミナルで以
下のコマンドを入力します。

AWS システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル

./deploy.sh prod
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タスク 説明 必要なスキル

Jira 認証情報を AWS Secrets 
Manager にアップロードしま
す。

1. Secrets Manager の
コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
secretsmanager/) を開きま
す。

2. 「シークレット」で、「新し
いシークレットを保存」を選
択します。

3. [Secret type] (シークレット
タイプ) で、[Other type of 
secret] (他の種類のシークレッ
ト) を選択します。

4. Jira Enterprise を使用してい
る場合は、キーと値のペアに
ついて以下を実行してくださ
い。
• 最初の行で、authキー

ボックスに入力
し、token_auth次に値
ボックスに入力します。

• 2 行目を追加し、キーボッ
クスに入力し、値ボックス
に個人アクセストークンを
入力します。token

Jira Cloud を使用している場
合は、キーと値のペアについ
て次の操作を行います。
• 最初の行で、authキー

ボックスに入力
し、basic_auth次に値
ボックスに入力します。

• 2 行目を追加し、キーボッ
クスに入力し、値ボックス
に API トークンを入力しま
す。token

• 3 行目を追加し、キーボッ
クスに入力し、値ボックス
にメールアドレスを入力し
ます。email

5. [Next] (次へ) を選択します。
6. [シークレット名] に

「」Jira-Token と入力し、
ページ下部で [次へ] を選択し
ます。

7. [シークレットローテーション] 
ページで、自動ローテーショ
ンを無効にする [] を選択し、
ページの下部にある [Next] (次
へ) を選択します。

8. [Review] (レビュー) ページ
で、シークレットの詳細を確

AWS システム管理者
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タスク 説明 必要なスキル
認し、[Store] (保存) を選択し
ます。

Security Hub カスタムアクショ
ンを作成します。

1. AWS コマンドラインイン
ターフェイス (AWS CLI) の各
リージョンに対して、create-
action-targetコマンドを使用し
て、という名前のSecurity Hub 
カスタムアクションを作成し
ますCreateJiraIssue。

aws securityhub create-
action-target --name 
 "CreateJiraIssue" \ 
 --description "Create 
 ticket in JIRA" \ 
 --id "CreateJiraIssue"
--region $<aws-region>

2. Security Hub コ
ンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
securityhub/) を開きます。

3. Security Hub ナビゲーション
ペインで、[Findings] (結果) を
選択します。

4. 結果のリストで、エスカレー
トしたい結果を選択します。

5. アクションメニュー
で、を選択しま
すCreateJiraIssue。

AWS システム管理者

関連リソース
• AWS Service Management
• AWS Foundational Security Best Practices 標準

追加情報
Jira チケットの例

指定した Security Hub の検索結果が発生すると、このソリューションは自動的に Jira チケットを作成しま
す。チケットには、以下の情報が含まれています。

• タイトル — タイトルは次の形式でセキュリティ問題を識別します。

AWS Security Issue :: <AWS account ID> :: <Security Hub finding title>

• 説明 — チケットの説明セクションには、検出結果に関連するセキュリティ制御が説明され、Security 
Hub コンソールの結果へのリンクが含まれ、Jira ワークフローにおけるセキュリティ問題の処理方法に
ついての簡単な説明も記載されています。
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強化されたコンテナーイメージのパイプラインを構築

自動生成される Jira チケットの例を以下に示します。

[Title] (タイトル) AWS のセキュリティ問題: 012345678912: 
Lambda関数ポリシーでは、パブリックアクセスを
禁止する必要があります。

説明 何が問題なの？  お客様が責任を負う AWS アカウ
ント 012345678912 にセキュリティ上の問題が検
出されました。

このコントロールは、Lambda リソースにアタッチ
されている AWS Lambda リソースポリシーがパブ
リックアクセスを禁止しているかどうかを確認し
ます。Lambda リソースポリシーがパブリックアク
セスを許可している場合、コントロールは失敗し
ます。

<Link to Security Hub finding>

チケットはどうしたらいいですか

• アカウントにアクセスして、構成を確認しま
す。チケットを「修正用割り当て」に移動し
て、処理中のチケットを確認します。修正後は
テスト修正に移行し、セキュリティが問題の対
処を検証します。

• リスクを受け入れるべきだと思う場合は、「リ
スク受け入れ待ち」に移動してください。これ
には、セキュリティエンジニアによる確認が必
要です。

• が誤検出であると思われる場合は、「誤検出と
してマークする」に移行してください。これは
セキュリティエンジニアによって確認され、そ
れに応じて再開/終了されます。

 

EC2 Image Builder と Terraform を使用して、強化
されたコンテナイメージのパイプラインを構築

マイク・セイントクロス (AWS) とアンドリュー・レーンズ (AWS) が作成

code repository:

• Terraform EC2 Image Builder 
コンテナ強化パイプライン

環境:プロダクション ソース:パッカー、シェフ、また
はピュアアンシブル

ターゲット:EC2 Image Builder R タイプ:リアアーキテクト ワークロード:オープンソース

テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス DevOps

AWS サービス:AWS EC2 
Container Registry、Amazon 
EC2 Image Builder
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概要

概要
このパターンでは、強化された Amazon Linux 2 ベースコンテナイメージを生成する EC2 Image Builder 
パイプラインを構築します。Terraform は、強化されたコンテナイメージの作成に使用されるインフラス
トラクチャを設定およびプロビジョニングするためのコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) ツール
として使用されます。このレシピは、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 STIG バージョン 3 リリース 7 
— Medium に従って強化された Docker ベースの Amazon Linux 2 コンテナイメージをデプロイするのに役
立ちます。(EC2 イメージビルダードキュメントの Linux STIG コンポーネントのセクションにある STIG-
Build-Linux-Medium バージョン 2022.2.1 を参照してください。) これはゴールデンコンテナイメージと呼
ばれます。

ビルドには 2 つの Amazon EventBridge ルールが含まれています。ルールの 1 つは、Amazon Inspector 
の検出結果が「高」または「重要」になったときにコンテナイメージパイプラインを開始し、安全でな
いイメージを置き換えるというものです。このルールでは、Amazon Inspector (Amazon ECR) と Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) の両方を有効にする必要があります。もう 1 つのルールでは、Amazon 
ECR リポジトリへのイメージのプッシュが成功すると、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
キューに通知が送信され、最新のコンテナイメージを使用しやすくなります。

前提条件と制限
前提条件

• インフラストラクチャをデプロイできる AWS アカウント。
• ローカルデプロイの AWS 認証情報を設定するために AWS Command Line Interface (AWS CLI) をイン

ストールしました。
• Terraform をダウンロードし、Terraform ドキュメントの指示に従ってセットアップしました。
• Git (ローカルマシンからプロビジョニングする場合)。
• AWS リソースの作成に使用できる AWS アカウント内のロール。
• .tfvars ファイルで定義されているすべての変数。 または、Terraform 構成を適用するときにすべての変

数を定義できます。

機能制限

• このソリューションでは、NAT ゲートウェイとプライベートサブネットからのインターネット接続用の
インターネットゲートウェイを含む Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) インフラストラクチャ
を作成します。AWS Task Orchestrator と Executor (AWSTOE) によるブートストラッププロセスによ
り、インターネットから AWS CLI バージョン 2 がインストールされるため、VPC エンドポイントは使
用できません。

製品バージョン

• Amazon Linux 2
• AWS CLI バージョン 1.1 以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

このパターンでは、以下を含む 43 のリソースが作成されます。

• 2 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット (1 つはパイプラインコンポーネントファ
イル用、もう 1 つはサーバーアクセスと Amazon VPC フローログ用)
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アーキテクチャ

• Amazon ECR リポジトリ
• パブリックサブネット、NAT ゲートウェイ、インターネットゲートウェイなどを持つ Virtual Cloud 

(VPC)
• EC2 Image Builder パイプライン、レシピ、コンポーネント
• コンテナののイメージ
• イメージ暗号化用 AWS Key Management Service (AWS KMS) のキー
• SQS キュー
• 3 つのロール:1 つは EC2 Image Builder パイプラインを実行する、1 つは EC2 Image Builder 用のイン

スタンスプロファイル、もう 1 EventBridge つはルール用
• 2 EventBridge つのルール

テラフォームモジュール構造

ソースコードについては、 GitHub リポジトリの Terraform EC2 Image Builder コンテナ強化パイプライン
を参照してください。

### components.tf
### config.tf
### dist-config.tf
### files
#   ###assumption-policy.json
### hardening-pipeline.tfvars
### image.tf
### infr-config.tf
### infra-network-config.tf
### kms-key.tf
### main.tf
### outputs.tf
### pipeline.tf
### recipes.tf
### roles.tf
### sec-groups.tf
### trigger-build.tf
### variables.tf

モジュール詳細

• components.tfには、/filesディレクトリのコンテンツをアップロードするための Amazon S3 アッ
プロードリソースが含まれています。カスタムコンポーネントの YAML ファイルをここにモジュール的
に追加することもできます。

• /filesには、.ymlで使用されるコンポーネントを定義するファイルが含まれていま
すcomponents.tf。

• image.tfには、ベースイメージ OS の定義が含まれます。ここで、別のベースイメージパイプライン
の定義を変更できます。

• infr-config.tfまた、イメージの起動と配布に必要な最低限の AWSdist-config.tf インフラス
トラクチャのリソースも含まれています。

• infra-network-config.tfには、コンテナイメージをデプロイするための最小限の VPC インフラス
トラクチャが含まれています。

• hardening-pipeline.tfvars適用時に使用される Terraform 変数が含まれています。
• pipeline.tfTerraform で EC2 Image Builder パイプラインを作成および管理します。
• recipes.tfここで、さまざまなコンポーネントの組み合わせを指定してコンテナレシピを作成できま

す。
• roles.tfには、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスプロファイルの AWS 

Identity and Cloud (Amazon EC2) インスタンスプロファイルの AWS Identity and Cloud (Amazon EC2) 
インスタンスロールの AWS Identity and Access Management (IAM) ロールが含まれます。
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Tools

• trigger-build.tf EventBridge ルールと SQS キューリソースが含まれています。

ターゲットアーキテクチャ

図は、以下のワークフローを示しています。

1. EC2 Image Builder は、定義されたレシピを使用してコンテナイメージを構築します。これにより、オ
ペレーティングシステムのアップデートがインストールされ、RHEL Medium STIG が Amazon Linux 2 
ベースイメージに適用されます。

2. 強化されたイメージはプライベート Amazon ECR レジストリに公開され、イメージが正常に公開され
ると、 EventBridge ルールによって SQS キューにメッセージが送信されます。

3. Amazon Inspector が拡張スキャン用に設定されている場合、Amazon ECR レジストリがスキャンされ
ます。

4. Amazon Inspector がイメージについて「重要」または「重要度」の結果を生成すると、 EventBridge 
ルールによって EC2 Image Builder パイプラインが再度実行され、新たに強化されたイメージが公開さ
れます。

自動化とスケール

• このパターンは、インフラストラクチャをプロビジョニングし、コンピューター上でパイプラインを構
築する方法を示しています。ただし、これは大規模に使用することを目的としています。Terraform モ
ジュールをローカルにデプロイする代わりに、Terraform 環境用のアカウントファクトリを備えた AWS 
Control Tower などのマルチアカウント環境で使用できます。その場合は、構成状態をローカルで管理す
るのではなく、バックエンドステート S3 バケットを使用して Terraform ステートファイルを管理する
必要があります。

• 大規模に使用する場合は、Control Tower またはlanding zone アカウントモデルから、Shared Services 
アカウントや Common Services アカウントなどの 1 つのセントラルアカウントにソリューションをデ
プロイし、コンシューマーアカウントに Amazon ECR リポジトリと AWS KMS キーにアクセスする権
限を付与します。セットアップの詳細については、re: Post の記事を参照してください。Amazon ECR 
イメージリポジトリのイメージをセカンダリアカウントにプッシュまたはプルできるようにするには
どうすればいいですか？ たとえば、Terraform のアカウント自動販売機や Account Factory では、各ア
カウントベースラインまたはアカウントカスタマイズベースラインにアクセス権限を追加して、その 
Amazon ECR リポジトリと暗号化キーにアクセスできるようにします。

• コンテナイメージパイプラインがデプロイされたら、コンポーネントなどの EC2 Image Builder 機能を
使用して変更できます。これにより、Docker ビルドにさらに多くのコンポーネントをパッケージ化でき
ます。

• コンテナイメージの暗号化に使用する AWS KMS キーは、そのイメージを使用する予定のアカウント間
で共有する必要があります。

• Terraform モジュール全体を複製し、recipes.tf以下の属性を変更することで、他の画像のサポート
を追加できます。
• parent_image = "amazonlinux:latest"別の画像タイプに変更します。
• 既存の Amazon ECRrepository_name リポジトリを指すように変更します。これにより、既存の 

Amazon ECR リポジトリに別の親イメージタイプをデプロイする別のパイプラインが作成されます。

Tools
Tools

• テラフォーム (IaC プロビジョニング)
• Git (ローカルでプロビジョニングする場合)
• AWS CLI バージョン 1 またはバージョン 2 (ローカルでプロビジョニングする場合)

2411

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html
http://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-control-tower-account-factory-for-terraform/
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html
http://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-control-tower-account-factory-for-terraform/
https://developer.hashicorp.com/terraform/language/settings/backends/s3
https://developer.hashicorp.com/terraform/language/settings/backends/s3
https://repost.aws/knowledge-center/secondary-account-access-ecr
https://repost.aws/knowledge-center/secondary-account-access-ecr
https://repost.aws/knowledge-center/secondary-account-access-ecr
https://www.hashicorp.com/resources/terraform-landing-zones-for-self-service-multi-aws-at-eventbrite
https://docs.aws.amazon.com/imagebuilder/latest/userguide/manage-components.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

コード

このパターンのコードは、 GitHub リポジトリの Terraform EC2 Image Builder コンテナ強化パイプライン
にあります。サンプルコードを使用するには、次のセクションの手順に従います。

叙事詩
インフラストラクチャのプロビジョニングをします。

タスク 説明 必要なスキル

ローカルの認証情報を設定しま
す。

AWS の一時的な認証情報を設定
します。

1. AWS CLI がインストールされ
たかどうかを確認します。

$ aws --version
aws-cli/1.16.249 
 Python/3.6.8...

• AWS CLI のバージョンは 
1.1 以降である必要がありま
す。

• コマンドが見つからない場
合は、AWS CLI をインス
トールします。

2. aws configureを実行し
て、次の値を指定します。

$ aws configure
AWS Access Key ID 
 [*************xxxx]: 
 <Your AWS access key ID>
AWS Secret Access Key 
 [**************xxxx]: 
 <Your AWS secret access 
 key>
Default region name: [us-
east-1]: <Your desired 
 Region for deployment>
Default output format 
 [None]: <Your desired 
 output format>

AWS DevOps

リポジトリをクローンします。 1. このパターンで提供されて
いるリポジトリをクローン
します。HTTPS または SSH 
(SSH) を使用できます。

HTTPS:

git clone https://
github.com/aws-samples/
terraform-ec2-image-
builder-container-
hardening-pipeline

AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
SSH:

git clone 
 git@github.com:aws-
samples/terraform-ec2-
image-builder-container-
hardening-pipeline.git

2. このソリューションを含む
ローカルディレクトリに移動
します。

cd terraform-ec2-image-
builder-container-
hardening-pipeline
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

変数を更新します。 hardening-
pipeline.tfvarsファイ
ル内の変数を環境と必要な
構成に合わせて更新します。
自分で用意する必要がありま
すaccount_id。ただし、残り
の変数も目的のデプロイに合わ
せて変更する必要があります。
すべての変数が必要です。

account_id     = 
 "<DEPLOYMENT-ACCOUNT-ID>"
aws_region     = "us-east-1"
vpc_name       = "example-
hardening-pipeline-vpc"
kms_key_alias = "image-
builder-container-key"
ec2_iam_role_name = 
 "example-hardening-
instance-role"
hardening_pipeline_role_name 
 = "example-hardening-
pipeline-role"
aws_s3_ami_resources_bucket 
 = "example-hardening-ami-
resources-bucket-0123"
image_name = "example-
hardening-al2-container-
image"
ecr_name = "example-
hardening-container-repo"
recipe_version = "1.0.0"  
ebs_root_vol_size = 10

各変数の説明は次のとおりで
す。

• account_id‒ ソリューション
をデプロイする AWS アカウン
ト番号。

• aws_region‒ ソリューション
をデプロイする AWS リージョ
ン。

• vpc_name‒ VPC インフラス
トラクチャの名前。

• kms_key_alias‒ EC2 Image 
Builder インフラストラクチャ
設定で使用される AWS KMS 
キー名。

• ec2_iam_role_name‒ EC2 
インスタンスプロファイル
として使用されるロールの名
前。

• hardening_pipeline_role_name‒ 
強化パイプラインのデプロイ
に使用されるロールの名前。

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
• aws_s3_ami_resources_bucket‒ 

パイプラインとコンテナイ
メージの構築に必要なすべて
のファイルをホストする S3 バ
ケットの名前。

• image_name‒ コンテナイメー
ジ名。この値は 3 ～ 50 文字
で、英数字とハイフンのみを
含む必要があります。

• ecr_name‒ コンテナイメージ
を保存する Amazon ECR レジ
ストリの名前。

• recipe_version‒ イメージ 
recipe のバージョン。デフォ
ルト値は 1.0.0 です。

• ebs_root_vol_size-
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) のルートボ
リュームのサイズ (ギガバイト
単位)。デフォルト値は 10 ギ
ガバイトです。

Terform を初期化します。 変数値を更新したら、Terraform 
設定ディレクトリを初期化でき
ます。設定ディレクトリを初期
化すると、設定で定義されてい
る AWS プロバイダーがダウン
ロードおよびインストールされ
ます。

terraform init

Terraform が正常に初期化され、
インストールされたプロバイ
ダーのバージョンを示すメッ
セージが表示されます。

AWS DevOps

インフラストラクチャをデプロ
イし、コンテナイメージを作成
します。

次のコマンドを使用し
て、.tfvarsファイルで定
義されている変数を使用して 
Terraform モジュールを初期化、
検証、環境に適用します。

terraform init && terraform 
 validate && terraform apply 
 -var-file *.tfvars -auto-
approve

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル

コンテナをカスタマイズしま
す。

EC2 Image Builder がパイプライ
ンと初期レシピをデプロイした
後に、コンテナレシピの新しい
バージョンを作成できます。

EC2 Image Builder にある 31 以
上のコンポーネントのいずれか
を追加して、コンテナビルドを
カスタマイズできます。詳細に
ついては、EC2 Image Builder ド
キュメントの「コンテナレシピ
の新しいバージョンの作成」の
「コンポーネント」セクション
を参照してください。

AWS 管理者

リソースを検証

タスク 説明 必要なスキル

AWS インフラストラクチャのプ
ロビジョニングを検証します。

最初の Terraformapply コマンド
を正常に完了した後、ローカル
でプロビジョニングしている場
合は、ローカルマシンのターミ
ナルに次のスニペットが表示さ
れます。

Apply complete! Resources: 
 43 added, 0 changed, 0 
 destroyed.

AWS DevOps

個々の AWS インフラストラク
チャリソースを検証します。

デプロイされた個々のリソース
を検証するために、ローカルで
プロビジョニングしている場合
は、次のコマンドを実行できま
す。

terraform state list

このコマンドは、43 のリソース
のリストを返します。

AWS DevOps

リソースを削除する

タスク 説明 必要なスキル

インフラストラクチャとコンテ
ナイメージを削除します。

Terform の設定が完了したら、次
のコマンドを実行してリソース
を削除できます。

terraform init && terraform 
 validate && terraform 

AWS DevOps
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
 destroy -var-file *.tfvars 
 -auto-approve

トラブルシューティング

問題 解決策

プロバイダ認証情報の検証中にエラーが発生しま
した

ローカルマシンから Terraformapplydestroy ま
たはコマンドを実行すると、次のようなエラーが
発生することがあります。

Error: configuring Terraform AWS Provider: 
 error validating provider  
credentials: error calling 
 sts:GetCallerIdentity: operation error 
 STS:  
GetCallerIdentity, https response error 
 StatusCode: 403, RequestID:  
123456a9-fbc1-40ed-b8d8-513d0133ba7f, api 
 error InvalidClientTokenId:  
The security token included in the request 
 is invalid.

このエラーは、ローカルマシンの構成で使用され
ている認証情報のセキュリティトークンの有効期
限が切れたために発生します。

エラーを解決するには、AWS CLI ドキュメントの
「設定の設定と表示」を参照してください。

関連リソース
• Terraform EC2 Image Builder コンテナ強化パイプライン (GitHub リポジトリ)
• EC2 Image Builder のドキュメント
• AWS Control Tower Account Factory 用 AWS Control (AWS ブログの記事)
• バックエンドステート S3 バケット (Terraform ドキュメント)
• AWS CLI の最新バージョンをインストールまたは更新します (AWS CLI ドキュメント)
• テラフォームをダウンロード

一元化されたロギングと複数アカウントのセキュリ
ティガードレール

アンクシュ・バーマ（AWS）とトレーシー（ピアース）ヒッキー（AWS）によって作成されました
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概要

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、管理とガバナンス

AWS サービス: AWS 
CloudFormation; AWS Config; 
Amazon CloudWatch; AWS 
CodePipeline; Amazon 
GuardDuty; AWS Lambda; 
Amazon Macie; AWS Security 
Hub; Amazon S3

概要
このパターンで取り上げられているアプローチは、AWS Organizations に複数のAmazon Web Services 
(AWS) アカウントを持っていて、AWS Control Tower、landing zone、またはアカウント自動販売機サー
ビスを使用してアカウントにベースラインガードレールを設定する際に課題に直面しているお客様に適し
ています。

このパターンは、合理化された複数アカウントアーキテクチャを使用して、一元化されたロギング
と標準化されたセキュリティ制御を適切に構成された方法で設定することを示しています。AWS 
CloudFormation テンプレート、AWS CodePipeline、自動化スクリプトを使用して、この設定は組織に属
するすべてのアカウントにデプロイされます。

マルチアカウントアーキテクチャには、以下のアカウントが含まれます。

• 一元管理ログアカウント — 仮想プライベートクラウド (VPC) フローログ、AWS CloudTrail Config ロ
グ、その他すべてのアカウントの Amazon CloudWatch Logs のすべてのログ (サブスクリプションを使
用) が保存されるアカウント。

• 親セキュリティアカウント — 複数のアカウントにわたって管理される以下のセキュリティサービスの親
アカウントとして機能するアカウント。
• アマゾン GuardDuty
• AWS セキュリティハブ
• Amazon Macie
• Amazon Detective

• 子口座 — 組織内の他の口座。これらのアカウントは、すべての有用なログを一元化されたログアカウン
トに保存します。子アカウントは、セキュリティサービスのメンバーとして親セキュリティアカウント
に参加します。

CloudFormation テンプレートを起動すると、中央ロギングアカウントで 3 の Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットが 3 つプロビジョニングされます。1 つのバケットを使用して、すべて
のアカウントの AWS 関連ログ (VPC フローログや AWS Config からのログなど) をすべて保存します。 
CloudTrail2 番目のバケットは、 CloudFormation すべてのアカウントのテンプレートを保存するためのも
のです。3 番目のバケットは Amazon S3 アクセスログを保存するためのものです。

CloudFormation 別のテンプレートが AWS を使用するパイプラインを作成します CodeCommit。 
CodeCommit 更新されたコードがリポジトリにプッシュ配信されると、すべてのアカウントでリソースの
起動とセキュリティサービスの設定が行われます。 CodeCommit リポジトリにアップロードされるファイ
ルのファイル構造の詳細については、README.md ファイル (添付) を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• すべてのアカウントが同じ組織に参加している AWS 組織の組織 ID。
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を受信するための有効なメールアドレス。
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アーキテクチャ

• アカウントごとに Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのクォータを確認しました。
デフォルトでは、各アカウントには 100 個の S3 バケットがあります。追加のバケットが必要な場合
は、このソリューションを導入する前にクォータの増額をリクエストしてください。

機能制限

すべてのアカウントは、同じ組織に属している必要があります。AWS Organizations を使用していない場
合は、S3 バケットポリシーなどの特定のポリシーを変更して、各アカウントの AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールからのアクセスを許可する必要があります。

[Note:] (メモ:) ソリューションがデプロイされている間は、Amazon SNS サブスクリプションを確認する
必要があります。確認メッセージは、デプロイプロセス中に指定した E メールアドレスに送信されます。
これらのアラームは、アカウントで IAM ロールポリシーが作成または変更されるたびに開始されるため、
このメールアドレス宛てにいくつかの E メールアラートメッセージが表示されます。デプロイプロセス中
は、これらのアラートメッセージは無視できます。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon CloudWatch アラームとログ
• AWS CodeCommit リポジトリ
• AWS CodePipeline
• AWS Config
• Amazon Detective
• アマゾン GuardDuty
• IAM ロールおよび許可
• Amazon Macie
• S3 バケット
• AWS セキュリティハブ
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

1. セキュリティサービスの親セキュリティアカウントの子アカウントとして登録されているその他のアカ
ウント

2. 親アカウントを含むすべての子アカウントのセキュリティ結果

リソース

更新されたコードが各アカウントと AWS CodeCommit リージョンのリポジトリにプッシュ配信される
と、以下のリソースが自動的にプロビジョニングされます。

CloudFormation スタック 1 — 親スタックのロギング

-ネストスタック 1-標準の IAM ロールとポリシー

-ネストスタック 2 — アカウント内AWS Config

-ネストスタック 3 — CloudWatch アラーム

            - SecurityGroupChangesAlarm
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Tools

            - UnauthorizedAttemptAlarm

            - RootActivityAlarm

            - NetworkAclChangesAlarm

            -IAMUserManagementAlarm

            -IAMPolicyChangesAlarm

            - CloudTrailChangeAlarm

            -IAMCreateAccessKeyAlarm

      - CloudTrail ログからメトリクスを作成してアラームに使用するためのメトリックフィルター

      -SNS

CloudFormation スタック 2 — 親ガードレールスタック

-ネストスタック 1 — アカウントパスワードポリシーを設定するための AWS Lambda 関数

-ネストスタック 2 — 基本的な AWS Config ルール

      -シス-SecurityGroupsMustRestrictSshTraffic

      -セキュリティグループルール評価用の Lambda OpenSecurityGroupRuleCheck 関数とともに

      -チェック ec2-for-required-tag

      - check-for-unrestricted-ports

CloudFormation スタック 3 — CloudWatch ログのエクスポート

-Amazon Kinesis サブスクリプションを使用してロググループから Amazon S3 CloudWatch にログをエク
スポートする

Tools
• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation はテンプレートを使用して、すべての AWS リージョン

とアカウントにわたるアプリケーションに必要なすべてのリソースを自動的かつ安全な方法でモデル化
し、プロビジョニングします。

• Amazon CloudWatch — Amazon は、AWS で実行されている AWS CloudWatch リソースやアプリケー
ションをリアルタイムにモニタリングします。 CloudWatch を使用してメトリクスを収集し、追跡でき
ます。

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は AWS がホストするバージョン管理サービスです。 
CodeCommit を使用して、アセット (ドキュメント、ソースコード、バイナリファイルなど) をクラウド
に非公開で保存および管理することができます。

• AWS CodePipeline — AWS CodePipeline は、ソフトウェアをリリースするために必要な手順のモデル
化、視覚化、および自動化に使用できる継続的な配信サービスです。

• AWS Config — AWS Config は、AWS アカウントにある AWS リソースの設定詳細ビューを提供しま
す。これには、リソース間の関係と設定の履歴が含まれるため、時間の経過と共に設定と関係がどのよ
うに変わるかを確認できます。

• Amazon Detective — Amazon Detective は、セキュリティ上の検出結果や疑わしいアクティビティの根
本原因の分析、調査、および迅速な特定に使用されます。Detective は、AWS リソースからログデータ
を自動的に収集します。その後、機械学習、統計分析、グラフ理論を使用して、セキュリティ調査をよ
り迅速かつ効率的に視覚化および実施できるようにします。

• Amazon GuardDuty — Amazon GuardDuty は、フローログ、 CloudTrail management イベントログ、
データイベントログ、データイベントログ、データイベントログ、データイベントログ、データイベン
トログ、データイベントログ、データイベントログ、データイベントログ、 CloudTrail データイベン
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エピック

トログ、データイベントログ、データイベントログ、データイベントログ、データイベントログ、デー
タイベントログ、データイベントログ 悪意のある IP アドレスやドメインのリストなどの脅威インテリ
ジェンスフィードおよび Machine Learning を使用して、AWS 環境内の予期しない潜在的に未許可なア
クティビティや悪意のあるアクティビティを識別します。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスをセキュアに制御するた
めのウェブサービスです。IAM により、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を承認する (ア
クセス許可を持たせる) かを制御します。

• Amazon Macie — Amazon Macie は、組織が Simple Storage Service (Amazon S3) に保存している個人
を特定できる情報 (PII) や財務データなどの機密データを詳細に把握できるよう、そのようなデータの検
出を自動化します。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなどの幅広いストレージソリューションに使用できる、拡張性の
高いオブジェクトストレージサービスです。

• AWS Security Hub — AWS Security Hub では、AWS のセキュリティ状態を包括的に把握し、セキュリ
ティ標準およびベストプラクティスに照らして環境をチェックするのに役立ちます。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、配信者から受信者 (または生産
者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。

エピック
ステップ 1: すべてのアカウントに IAM ロールを設定します。

タスク 説明 必要なスキル

ChildAccount_IAM_Role_All_Accounts.yaml 
CloudFormation テンプレートを
起動して us-east-1 リージョンに 
IAM ロールを作成します。

必要な IAM ロールとアクセ
ス権限を作成するには、us-
east-1 リージョンの各アカウ
ント (集中ログアカウント、
親セキュリティアカウント、
および組織内のその他すべて
の AWS アカウント) で、こ
のテンプレートを 1 つずつ
手動で起動する必要がありま
す。Childaccount_IAM_role_All_Accounts.yaml/
templates/
initial_deployment_templatesテ
ンプレートはパッケージのディ
レクトリにあります。IAM ロー
ルは、API 呼び出しを行ってプ
ロビジョニングを行い、残りの
アーキテクチャを設定するとき
に使用されます。パラメータと
して渡される IAM ロールの名前
は、すべてのアカウントで一致
していることを確認してくださ
い。

クラウドアーキテクト

テンプレートパラメータで、IAM 
ロールの名前を指定します。

親セキュリティアカウントで 
CodeBuild、他のすべての子ア
カウントで引き受けることが
できる IAM ロールを指定しま
す。デフォルトのロール名は
security_execute_child_stack_role
です。

クラウドアーキテクト
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

パラメータに、親セキュリティ
アカウントのアカウント ID を指
定します。

親セキュリティアカウントは、 
CodeBuild 実行するアカウントで
す。

クラウドアーキテクト

ステップ 2: 一元化されたログアカウントに S3 バケットを設定する

タスク 説明 必要なスキル

一元化されたロギング
アカウントの us-east-1 
で、S3Buckets-Centralized-
LoggingAccount .yaml 
CloudFormation テンプレートを
起動します。

一元化されたロギングア
カウントに S3 バケットを
作成するには、を起動しま
すS3Buckets-Centralized-
LoggingAccount.yaml。/
templates/
initial_deployment_templatesテ
ンプレートはパッケージのディ
レクトリにあります。S3 バケッ
トには、すべてのログ、テンプ
レート、および Amazon S3 アク
セスログが保存されます。次の
ステップでパラメータファイル
の変更に使用する S3 バケット名
をすべて書き留めておきます。

クラウドアーキテクト

テンプレートパラメータ
で、AWS ログを保存する S3 バ
ケットの名前を指定します。

S3 Bucket Name for 
Centralized Logging in 
Logging Accountパラメー
タの名前を入力します。このバ
ケットは、 CloudTrail フローロ
グやログなどの AWS ログをすべ
てのアカウントから一元的に保
存する場所として機能します。
バケット名と Amazon リソース
ネーム (ARN) の両方をメモして
おきます。

クラウドアーキテクト

アクセスログを保存する S3 バ
ケットの名前を指定します。

S3 Bucket Name for 
Access Logs in Logging 
Accountパラメータに S3 バ
ケット名を入力します。この S3 
バケットには Amazon S3 のアク
セスログが保存されます。

クラウドアーキテクト

テンプレートを保存する S3 バ
ケットの名前を指定します。

S3 Bucket Name for 
CloudFormation Template 
storage in Logging 
Accountパラメータに S3 バ
ケット名を入力します。

クラウドアーキテクト

組織 ID を指定します。 組織内の S3 バケットへ
のアクセスを提供するに
は、Organization Id for 
Non-AMS accountsパラメータ
に組織の ID を入力します。

クラウドアーキテクト
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エピック

ステップ 3: 親セキュリティアカウントに CI/CD インフラストラクチャをデプロ
イします

タスク 説明 必要なスキル

security-guard-rails-codepipeline-
Centralized-SecurityAccount .yml 
CloudFormation テンプレートを
起動します。

CI/CD パイプラインを
デプロイするには、us-
east-1security-guard-
rails-codepipeline-
Centralized-
SecurityAccount.yml の
親セキュリティアカウント
でテンプレートを手動で起
動します。/templates/
initial_deployment_templatesテ
ンプレートはパッケージのディ
レクトリにあります。このパイ
プラインは、すべての子アカウ
ントにすべてのインフラストラ
クチャをデプロイします。

クラウドアーキテクト

一元化されたログアカウントに
テンプレートを保存する S3 バ
ケットの名前を指定します。

ステップ 2S3 Bucket Name 
for the CloudFormation 
Template storage in 
Logging Account でパラメー
タに指定した S3 バケットの名前
を入力します。

クラウドアーキテクト

子アカウントで使用する IAM 
ロール名を指定します。

ステップ 1Name of the IAM 
role でパラメータに指定した名
前を入力します。

クラウドアーキテクト

CodePipeline 障害通知を受信す
るための有効な電子メールアド
レスを指定します。

CodePipeline CloudWatch 障害通
知やその他のアラーム関連の通
知の受信に使用する電子メール
アドレスを入力します。

クラウドアーキテクト

ステップ 4: アカウント情報を含むようにファイルを更新

タスク 説明 必要なスキル

アカウントリスト.json を変更し
ます。

Accountlist.jsonパッケー
ジの最上位にあるファイルに、
親セキュリティアカウント番
号と子アカウント番号を追加し
ます。ChildAccountListこ
のフィールドには親セキュ
リティアカウント番号も含
まれていることに注意して
ください。deployment-
instructions.mdパッケージ
内のファイルの例を参照してく
ださい。

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル

accounts.csv の変更 accounts.csvパッケージの最
上位にあるファイルに、すべて
の子アカウントと、アカウント
に登録されているメールアドレ
スを追加します。deployment-
instructions.mdファイル内
の例を参照してください。

クラウドアーキテクト

パラメータ.config を変更しま
す。

parameters.config/
templatesフォルダー内にあ
るファイルで、次の 6 つのパラ
メータを更新します。

• pNotifyEmail: パイプライ
ンを設定した際に指定した E 
メールアドレス

• pstackNameLogging: 
CloudFormation 集中ロギング
用のスタックの名前

• pS3LogsBucket: すべてのア
カウントからのログが保存さ
れる S3 バケットの名前

• pBucketName: ログの保存に
使用されるS3 バケットの ARN

• pTemplateBucketName: テ
ンプレートが保存される S3 バ
ケットの名前 (ステップ 2 を参
照)

• pAllowedAccounts: 親アカ
ウントと子アカウントのアカ
ウント ID

その他のパラメータにつ
いては、デフォルト値をそ
のまま使用できます。例に
ついては、deployment-
instructions.mdパッケージ
内のファイルを参照してくださ
い。

クラウドアーキテクト

ステップ 5: CodeCommit リポジトリにアクセスして更新されたファイルをプッ
シュする

タスク 説明 必要なスキル

ステップ 3 CodeCommit で作成
したリポジトリにアクセスしま
す。

CI/CD CloudFormation インフラ
ストラクチャスタック (ステッ
プ 3 で起動) の Outputs セクショ
ンから、 CodeCommit リポジ
トリ URL の名前を書き留めま
す。リポジトリへのアクセスを

クラウドアーキテクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
作成して、すべてのターゲット
アカウントにインフラストラク
チャをデプロイするためのファ
イルをそのリポジトリにプッ
シュ配信できるようにします。
詳細については、「AWS のセッ
トアップ」を参照してください 
CodeCommit。

CodeCommit ファイルをリポジ
トリにプッシュします。

マシンで Git をインストール
します。次に、Git コマンド
を実行して空のリポジトリを
クローンし、ラップトップか
らリポジトリフォルダにファ
イルをコピーして、アーティ
ファクトをリポジトリにプッ
シュします。deployment-
instructions.mdパッケージ
内のファイルにあるサンプル Git 
コマンドを確認してください。
基本的な Git コマンドについて
は、「関連リソース」セクショ
ンを参照してください。

クラウドアーキテクト

ステップ 6: CodePipeline CodeBuild 確認とステータス

タスク 説明 必要なスキル

CodePipeline およびの状態を確
認します CodeBuild。

CodeCommit アーティファク
トをリポジトリにプッシュした
ら、ステップ 3 CodePipeline  で
作成したパイプラインが開始さ
れたことを確認します。次に、 
CodeBuild ログをチェックしてス
テータスまたはエラーを確認し
ます。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS CloudFormation テンプレートのデプロイ
• AWS 用のセットアップ CodeCommit
• S3 バケットへのファイルのアップロード
• 基本的な Git コマンド

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon CloudFront ディストリビューションでア
クセスログ、HTTPS、TLS バージョンを確認する

Amazon CloudFront ディストリビューションでア
クセスログ、HTTPS、TLS バージョンを確認する

開発者 SaiJeevan :デビレディー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: コンテンツ配信、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon SNS; 
AWS CloudFormation; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda

概要
このパターンでは、Amazon CloudFront ディストリビューションが HTTPS を使用している
こと、トランスポート層セキュリティ (TLS) バージョン 1.2 以降を使用していること、ア
クセスログが有効になっていることを確認します。 CloudFront は、Amazon Web Services 
(AWS) によって提供されるサービスで、ユーザーへの静的および動的なウェブコンテンツ 
(.html、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js、.js 
CloudFront エッジロケーションというデータセンターの世界的ネットワークを経由してコンテンツを配
信します。提供されているコンテンツをユーザーがリクエストすると CloudFront、リクエストはエッジロ
ケーションにルーティングされ、レイテンシー (遅延時間) が最小になります。これにより、コンテンツは
可能な限り最高のパフォーマンスで配信されます。

このパターンは、Amazon CloudWatch イベントが CloudFront API CreateDistribution呼
び出し、、またはを検出したときに開始される AWS Lambda 関数を提供しま
すUpdateDistribution。CreateDistributionWithTagsLambda 関数のカスタムロジックは、AWS CloudFront 
アカウントで作成または更新されたすべてのディストリビューションを評価します。以下の違反が検出さ
れた場合は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して違反通知が送信されます。

• グローバルチェック:
• カスタム証明書では、TLS バージョン 1.2 を使用しません
• 配布用のロギングは無効です

• オリジンチェック:
• Origin は、TLS バージョン 1.2 で設定されていません
• オリジンとの通信は HTTPS 以外のプロトコルでも許可されます

• 動作チェック:
• デフォルトの動作:HTTPS 以外のプロトコルでも通信が許可されます。
• カスタム動作通信は HTTPS 以外のプロトコルでも許可されます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 違反通知を受け取りたいメールアドレス

機能制限
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アーキテクチャ

• このセキュリティコントロールでは、ディストリビューションが更新されていない限り、既存の 
Cloudfront ディストリビューションはチェックされません。

• CloudFront はグローバルサービスと見なされ、特定の AWS リージョンに関連付けられていません。た
だし、グローバルサービスの Amazon CloudWatch Logs および AWS Cloudtrail API のログ記録は、米
国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) で行われます。そのため、 CloudFront このセキュリ
ティ制御フォームはに導入および管理する必要がありますus-east-1。この 1 つのデプロイメントで
は、 CloudFrontのすべてのディストリビューションが監視されます。他の AWS リージョンにはセキュ
リティコントロールをデプロイしないでください。(他のリージョンにデプロイすると、 CloudWatch イ
ベントと Lambda 関数の開始に失敗し、SNS 通知も行われません。)

• このソリューションは、 CloudFront ウェブコンテンツ配信に関する広範なテストを経ています。リアル
タイムメッセージングプロトコル (RTMP) ストリーミングディストリビューションは対象外です。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Lambda 関数
• SNS トピック
• EventBridge アマゾンルール

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS StackSets Cloudformationを使用して、監視したい複
数のアカウントに添付されたテンプレートをデプロイできます。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation — CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして使用して AWS リ
ソースのモデル化とセットアップを支援するサービスです。

• Amazon EventBridge — お客様独自のアプリケーション、SaaS (Softwarea a a a a) アプリケーショ
ン、AWS EventBridge のサービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデータを 
Lambda 関数などのターゲットにルーティングします。

• AWS Lambda — Lambda では、サーバーのプロビジョニングや管理をすることなく、コードを実行でき
ます。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなどの幅広いストレージソリューションに使用できる、拡張性の
高いオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS — Amazon SNS では、ウェブサーバーや E メールアドレスなど、パブリッシャーとクラ
イアント間のメッセージの配信や送信の調整と管理を行います。サブスクライバーは、サブスクライブ
しているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブス
クライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

添付コードには以下が含まれます。
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エピック

• Lambda コード (index.py) を含む .zip ファイル
• Lambda CloudFormation コードをデプロイするために実行するテンプレート (.yml ファイル)

エピック
セキュリティコントロールをアップロード

タスク 説明 必要なスキル

Lambda コード用の S3 バケット
を作成します。

Amazon S3 コンソールで、先頭
にスラッシュを含まない一意の
名前の S3 バケットを作成しま
す。S3 バケット名はグローバル
に一意であり、名前空間はすべ
ての AWS アカウントによって
共有されています。S3 バケット
は、Lambda コードをデプロイす
るリージョンに存在する必要が
あります。

クラウドアーキテクト

Lambda コードを S3 バケットに
アップロードします。

添付ファイルセクション
にある Lambda コード 
(cloudfront_ssl_log_lambda.zip 
ファイル) を、前のステップで作
成した S3 バケットにアップロー
ドします。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

AWS CloudFormation コンソー
ルの S3 バケットと同じ AWS 
リージョンで、 CloudFormation
添付ファイルセクションにあ
るテンプレート (cloudfront-ssl-
logging.yml) をデプロイします。 

クラウドアーキテクト

S3 バケット名を指定します。 S3 バケットパラメータでは、最
初のエピックで作成した S3 バ
ケットの名前を指定します。

クラウドアーキテクト

Lambda ファイルの Amazon S3 
キー名を指定します。

S3 キーパラメータには、S3 バ
ケット内の Lambda コード.zip 
ファイルの Amazon S3 ロケー
ションを指定します。先頭にス
ラッシュを含めないでください 
(たとえば、lambda.zip または 
controls/lambda.zip と入力できま
す)。

クラウドアーキテクト

通知メールアドレスを入力しま
す。

通知メールパラメータには、違
反通知を受け取りたいメールア
ドレスを指定します。

クラウドアーキテクト

2428



AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

ログ記録のレベルを定義しま
す。

Lambda ロギングレベルパラメー
タには、Lambda 関数のロギング
レベルを定義します。次のいず
れかの値を選択します。 

• INFO をクリックすると、アプ
リケーションの進行状況に関
する詳細な情報メッセージが
表示されます。

• ERROR を押すと、アプリケー
ションの実行を継続できる可
能性のあるエラーイベントに
関する情報を取得できます。

• 危害が及ぶ可能性のある状況
についての情報を得るための
警告。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、新し
い SNS トピックが作成され、指
定したメールアドレスにサブス
クリプションメッセージが送信
されます。違反通知を受け取る
には、このメール購読を確認す
る必要があります。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS CloudFormation 情報
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (CloudFormation ドキュメント)
• CloudFront ロギング (CloudFront ドキュメンテーション)
• Amazon S3 情報
• AWS Lambda 情報

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

IPv4 と IPv6 のセキュリティグループ進入ルールに
単一ホストネットワークエントリがないか確認する
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

SaiJeevan デヴィレッディ（AWS）、ガネーシュ・クマール（AWS）、ジョン・レイノルズ（AWS）に
よって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:ネットワーキン
グ、セキュリティ、アイデン
ティティ、コンプライアンス

AWS サービス:Amazon 
SNS、AWS CloudFormation、 
CloudWatchアマゾン、AWS 
Lambda、アマゾン VPC

概要
このパターンでは、Amazon Web Services (AWS) のリソースが仕様を満たさない場合に通知す
るセキュリティコントロールが提供されます。AWS Lambda 関数は、Internet Protocol version 4 
(IPv4) と IPv6 の両方のセキュリティグループの送信を、検索する AWS Lambda 関数を提供しま
す。Lambda 関数は、Amazon CloudWatch イベントが Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
AuthorizeSecurityGroupIngressAPI 呼び出しを検出したときに開始されます。Lambda 関数のカスタム
ロジックは、セキュリティグループ進入ルールの CIDR ブロックのサブネットマスクを評価します。サ
ブネットマスクが /32 (IPv4) または /128 (IPv6) 以外であると判断された場合、Lambda 関数は Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して違反通知を送信します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 違反通知を受け取りたいメールアドレス

機能制限

• このセキュリティ監視ソリューションは地域ごとに適用されるため、監視する各 AWS リージョンにデ
プロイする必要があります。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Lambda 関数
• SNS トピック
• EventBridge アマゾンルール

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS Cloudformation StackSets を使用して、監視したい複
数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
AWS サービス
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叙事詩

• AWS CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして使用し、AWS リソースのモデル化と
セットアップを支援するサービスです。

• Amazon EventBridge は、お客様独自のアプリケーション、SaaS (Software-as-a Service) アプリケー
ション、AWS のサービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデータを Lambda 関数
などのターゲットにルーティングします。

• AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理をすることなく、コードを実行できます。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バック

アップ、データレイクなど、さまざまなストレージソリューションに使用できる、拡張性の高いオブ
ジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS は、ウェブサーバーやメールアドレスを含むメッセージ配信や送信や送信を調整および管
理および管理します。サブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべ
てのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信
します。

Code

添付コードには以下が含まれます。

• Lambda セキュリティコントロールコード (index.py) を含む.zip ファイル
• Lambda CloudFormation コードをデプロイするために実行するテンプレート (security-
control.ymlファイル)

叙事詩
セキュリティコントロールをアップロード

タスク 説明 必要なスキル

Lambda コード用の S3 バケット
を作成します。

Amazon S3 コンソールで、先頭
にスラッシュを含まない一意の
名前で S3 バケットを作成しま
す。S3 バケット名はグローバル
に一意であり、名前空間はすべ
ての AWS アカウントによって
共有されています。S3 バケット
は、セキュリティグループの進
入チェックをデプロイする AWS 
リージョンに存在する必要があ
ります。

クラウドアーキテクト

S3 バケットに Lambda コードを
アップロードします。

AttService (security-
control-lambda.zipファイ
ル) を、前の手順で作成した S3 
バケットにアップロードしま
す。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

Python バージョンを変更してく
ださい。

CloudFormation 添付ファイル
セクションにあるテンプレート

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
(security-control.yml) を
ダウンロードします。ファイル
を開き、Lambda がサポートする
最新バージョン (現在は Python 
3.9) を反映するように Python 
バージョンを変更します。

たとえば、python
コード内を検索し
て、Runtimepython3.6の
値をからに変更できま
すpython3.9。

Python ランタイムバージョンの
サポートに関する最新情報につ
いては、AWS Lambda ドキュメ
ントを参照してください。

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

S3 バケットと同じ AWS リー
ジョンの AWS CloudFormation 
コンソールで、 CloudFormation 
テンプレート (security-
control.yml) をデプロイしま
す。

クラウドアーキテクト

S3 バケット名を指定します。 S3 バケットパラメータには、最
初のエピックで作成した S3 バ
ケットの名前を指定します。

クラウドアーキテクト

Lambda ファイルの Amazon S3 
キー名を指定します。

S3 キーパラメータには、S3 バ
ケット内の Lambda コードの.zip 
ファイルの Amazon S3 ロケー
ションを指定します。先頭にス
ラッシュを含めないでください 
(たとえば、lambda.zipまた
はを入力できますcontrols/
lambda.zip)。

クラウドアーキテクト

通知メールアドレスを入力しま
す。

通知メールパラメータには、違
反通知を受け取りたいメールア
ドレスを指定します。 

クラウドアーキテクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

ロギングレベルを定義します。 Lambda ログレベルパラメータに
は、Lambda 関数のログレベルを
定義します。次のいずれかの値
を選択します。

• INFO をクリックすると、アプ
リケーションの進行状況に関
する詳細な情報メッセージが
表示されます。

• ERROR: アプリケーションの
実行を続行させる可能性のあ
るエラーイベントに関する情
報を取得します。

• 警告:潜在的に有害な状況につ
いての情報を入手してくださ
い。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、新し
い SNS トピックが作成され、
指定したメールアドレスに購
読メッセージが送信されます。
違反通知を受け取るには、この
メール購読を確認する必要があ
ります。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS CloudFormation 情報
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (AWS CloudFormation ドキュメント)
• VPC のセキュリティグループ (Amazon VPC ドキュメント)
• Amazon S3 情報
• AWS Lambda 情報

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

複数の AWS アカウントからの Prowler のセキュリ
ティ調査結果の統合レポートを作成する
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

マイク・バージリオ (AWS)、アンドレア・ディ・ファビオ (AWS)、キャメロン・コビントン (AWS)、
ジェイ・ドゥルガ (AWS) が作成

コードリポジトリ:

• multi-account-security-
assessment-ビア・プラウラー

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

ワークロード:オープンソース AWS サービス:AWS 
CloudFormation、Amazon 
EC2、AWS Identity and Access 
Management

概要
Prowler (GitHub) は、Amazon Web Services (AWS) アカウントがセキュリティのベストプラクティスを順
守しているかどうかを評価、監査、監視するのに役立つオープンソースのコマンドラインツールです。こ
のパターンでは、組織内の一元化された AWS アカウントに Prowler をデプロイし、AWS Organizations 
によって管理され、次に Prowler を使用して組織内のすべてのアカウントのセキュリティ評価を行いま
す。

Prowler を導入して評価に使用する方法は数多くありますが、このソリューションは、迅速な導入、組織
内のすべてのアカウントまたは定義されたターゲットアカウントの完全な分析、およびセキュリティ調査
結果のアクセス可能なレポート作成を目的として設計されています。このソリューションでは、Prowler
が組織内のすべてのアカウントのセキュリティ評価を完了すると、結果を統合します。また、Prowler 
が AWS Control Tower を通じてプロビジョニングされたアカウントの Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットをスキャンできないようにする制限に関連するエラーなど、予想されるエラーメッ
セージもすべて除外されます。フィルタリングされた統合結果は、このパターンに含まれている Microsoft 
Excel テンプレートで報告されます。このレポートを使用して、組織内のセキュリティ統制の潜在的な改
善点を特定できます。

このソリューションは次の点に留意して設計されました。

• AWS CloudFormation テンプレートを使用すると、このパターンで AWS リソースをデプロイするのに
必要な労力が軽減されます。

• CloudFormation デプロイ時にテンプレートと prowler_scan.sh スクリプトのパラメーターを調整して、
環境に合わせてテンプレートをカスタマイズできます。

• Prowler の評価とレポート作成のスピードは、AWS アカウントのparallel 処理、結果の集約、推奨され
る改善策を含む統合レポート、および自動生成される視覚化によって最適化されます。

• ユーザーはスキャンの進行状況を監視する必要はありません。評価が完了すると、ユーザーは Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを通じて通知を受け、ユーザーがレポートを取得で
きるようになります。

• レポートテンプレートを使用すると、組織全体に関連する結果のみを読んで評価できます。

前提条件と制限
前提条件

• セキュリティサービスとツールをホストするための AWS アカウントで、AWS Organizations の組織の
メンバーアカウントとして管理されます。このパターンでは、このアカウントはセキュリティアカウン
トと呼ばれます。

• セキュリティアカウントには、アウトバウンドインターネットにアクセスできるプライベートサブネッ
トが必要です。手順については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメントの「サブ
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ネットを作成する」を参照してください。NAT ゲートウェイまたはインターフェイス VPC エンドポイ
ントを使用してインターネットアクセスを確立できます。

• AWS Organizations 管理アカウント、またはの管理者権限が委任されたアカウントへのアクセス 
CloudFormation。手順については、 CloudFormation ドキュメントの「委任管理者の登録」を参照して
ください。

• AWS Organizations と間の信頼できるアクセスを有効にします CloudFormation。手順については、 
CloudFormation ドキュメントの「AWS Organizations による信頼できるアクセスを有効にする」を参照
してください。

機能制限

• 対象の AWS アカウントは、AWS Organizations 内の組織として管理されている必要があります。AWS 
Organizations を使用していない場合は、ご使用の環境に合わせて IAM-ProwlerExecRole .yaml
CloudFormation テンプレートと prowler_scan.sh スクリプトを更新できます。代わりに、スクリプトを
実行する AWS アカウント ID とリージョンのリストを指定します。

• CloudFormation テンプレートは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを、ア
ウトバウンドインターネットにアクセスできるプライベートサブネットにデプロイするように設計さ
れています。AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) は AWS Systems Manager サービスのエンド
ポイントに到達するためにアウトバウンドアクセスを必要とし、コードリポジトリを複製して依存関
係をインストールするにはアウトバウンドアクセスが必要です。パブリックサブネットを使用する場合
は、prowler-resources.yaml テンプレートを変更して、Elastic IP アドレスを EC2 インスタンスに関連付
ける必要があります。

製品バージョン

• Prowler バージョン 3.0 以降

アーキテクチャ

図表に示す内容は以下のプロセスを示しています。

1. AWS Systems Manager の一機能である Session Manager を使用して、ユーザーは EC2 インスタンス
に対して認証を行い、prowler_scan.sh スクリプトを実行します。このシェルスクリプトは、手順 2 ～ 
8 を実行します。

2. EC2 インスタンスはProwlerEC2Role IAM ロールを引き継ぎます。これにより、S3 バケットにアク
セスする権限と、組織内の他のアカウントのProwlerExecRole IAM ロールを引き継ぐ権限が付与され
ます。

3. EC2 インスタンスは、組織の管理アカウント内のProwlerExecRole IAM ロールを引き受けると、組
織内のアカウントのリストを生成します。

4. EC2 インスタンスは、組織のメンバーアカウント (アーキテクチャ図ではワークロードアカウントと呼
ばれます) のProwlerExecRole IAM ロールを引き継ぎ、各アカウントでセキュリティ評価を実行しま
す。結果は EC2 インスタンスに CSV ファイルと HTML ファイルとして保存されます。

注:HTML ファイルは、Prowler アセスメントの出力です。HTML の性質上、このパターンでは連結さ
れたり、処理されたり、直接使用されたりすることはありません。ただし、これらは個々のアカウン
トレポートの確認に役立つ場合があります。

5. EC2 インスタンスはすべての CSV ファイルを処理して既知のエラーや予想されるエラーを削除し、残
りの結果を 1 つの CSV ファイルに統合します。
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6. EC2 インスタンスは generateVisualizations.py スクリプトを実行します。このスクリプトは、集計結果
の CSV ファイルを処理し、結果の理解と報告に役立つグラフとチャートの PNG ファイルを生成しま
す。また、スキャンと PNG ファイルに関する情報を含む HTML ファイルも作成されます。

7. EC2 インスタンスは、個々のアカウント結果、集計結果、生成された可視化を zip ファイルにパッケー
ジ化します。

8. EC2 インスタンスは、.zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。
9. EventBridge ルールはファイルのアップロードを検出し、Amazon SNS トピックを使用してユーザーに

評価が完了したことを通知する E メールを送信します。
10.ユーザーは S3 バケットから zip ファイルをダウンロードします。ユーザーは結果を Excel テンプレー

トにインポートし、結果を確認します。

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、すばやくスケールアップまたは
スケールダウンできます。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのリアルタイムデータに接続する
のに役立つサーバーレスのイベントバスサービスです。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先を使用
する HTTP 呼び出しエンドポイント、他の AWS アカウントのイベントバスなどです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役
立ちます。

• AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを、お客様が作成して集中管理する組織に統合できる
ようにする、アカウント管理サービスで、複数の AWS アカウントを 1 つの組織に統合できます。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ
ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

• Amazon Storage Service (Amazon Storage Service) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに
役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• AWS Systems Manager は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの
管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、オペレーション
上の問題の検出と解決にかかる時間が短縮され、オペレーション上の問題の検出と解決にかかる時間
が短縮され、オペレーション上の問題の検出と解決にかかる時間が短縮されるほか、オペレーション上
の問題の検出と解決にかかる時間が短縮されるほか、オペレーション上の問題の検出 このパターンで
は、Systems Manager の一機能である Session Manager を使用します。

その他のツール

• Prowler はオープンソースのコマンドラインツールで、アカウントが AWS セキュリティのベストプラク
ティスやその他のセキュリティフレームワークや標準に準拠しているかどうかを評価、監査、監視する
のに役立ちます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、Prowler GitHub リポジトリ経由のマルチアカウントセキュリティアセスメント
で入手できます。code repository には以下のファイルが含まれています。

• prowler_scan.sh — この bash スクリプトは、複数の AWS アカウントの Prowler セキュリティ評価を
parallel 開始するために使用されます。Prowler-resources.yaml CloudFormation テンプレートで定義さ
れているように、このスクリプトは EC2usr/local/prowler インスタンスのフォルダに自動的にデ
プロイされます。
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• Prowler-resources.yaml — CloudFormation このテンプレートを使用して、組織のセキュリティアカウ
ントにスタックを作成します。このテンプレートは、ソリューションをサポートするためにこのアカウ
ントに必要なすべてのリソースをデプロイします。このスタックは IAM-ProwlerExecRole .yaml テンプ
レートの前にデプロイする必要があります。重要なプロダクションワークロードをホストするアカウン
トにこれらのリソースをデプロイすることはお勧めしません。

注:このスタックを削除して再デプロイした場合、IAM ロール間のクロスアカウント依存関係を再構築
するには、ProwlerExecRoleスタックセットを再構築する必要があります。

• IAM-ProwlerExecRole .yaml — CloudFormation このテンプレートを使用して、管理アカウントを含む組
織内のすべてのアカウントにProwlerExecRole IAM ロールをデプロイするスタックセットを作成しま
す。

• generateVisualizations.py — prowler_scan.sh スクリプトは自動的にこの Python スクリプトを呼び出
して、集約された結果に基づいてビジュアライゼーションを生成し、S3 バケットに保存されている zip 
ファイルに含めます。このスクリプトは次のファイルを作成します。
• FailuresByAccount-<date>.png— 各アカウントの失敗したProwlerチェックを示す棒グラフ
• FailuresByService-<date>.png— 各 AWS サービスの失敗した Prowler チェックを示す棒グラ

フ
• ProcessedResultsByFailureSeverityCount-<date>.png— 各重要度レベル（緊急、高、

中、低、および情報提供）ごとの不合格のProwlerチェックの分布を示す棒グラフ
• ResultsByFail-<date>.png— 不合格となったProwlerチェックの重大度別の円グラフ
• ResultsBySeverity-<date>.png— すべてのProwlerチェック（合格と不合格）を重要度別に表し

た円グラフ
• ProwlerReport.html-すべての画像を含む単一のHTMLファイル

• prowler3-report-template.xlsm — この Excel テンプレートを使用して Prowler の結果を処理します。レ
ポートのピボットテーブルには、検索機能、グラフ、および統合結果が表示されます。

叙事詩
デプロイの準備

タスク 説明 必要なスキル

Code repository のクローンを作
成します。

1. コマンドラインインターフェ
イスで、作業ディレクトリを
サンプルファイルを保存する
場所に変更します。

2. 次のコマンドを入力します。

git clone https://
github.com/aws-
samples/multi-account-
security-assessment-
via-prowler.git

AWS DevOps

テンプレートを確認してくださ
い。

1. 複製されたリポジトリ
で、Prowler-Resources.yaml
ファイルと IAM-
ProwlerExecRole .yaml ファイ
ルを開きます。

2. これらのテンプレートに
よって作成されたリソース

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
を確認し、環境に合わせて
テンプレートを調整してく
ださい。詳細については、 
CloudFormation ドキュメント
の「テンプレートの使用」を
参照してください。

3. Prowler-Resources.yaml
ファイルと IAM-
ProwlerExecRole .yaml ファイ
ルを保存して閉じます。

CloudFormation スタックの作成

タスク 説明 必要なスキル

セキュリティアカウントでリ
ソースをプロビジョニングしま
す。

prowler-resources.yaml テ
ンプレートを使用して、 
CloudFormation セキュリティ
アカウントに必要なすべての
リソースをデプロイするスタッ
クを作成します。手順について
は、 CloudFormation ドキュメン
トの「スタックの作成」を参照
してください。このテンプレー
トをデプロイする際は、次の点
に注意してください。

1. 「テンプレートの指定」ペー
ジで、「テンプレートの準
備完了」を選択し、prowler-
resources.yaml ファイルを
アップロードします。

2. 「スタックの詳細の指定」
ページの「スタック名」
ボックスに、と入力しま
すProwler-Resources。

3. 「パラメータ」セクション
で、次のように入力します。
• VPCId— アカウント内の 

VPC を選択します。
• SubnetId— インターネッ

トにアクセスできるプライ
ベートサブネットを選択し
ます。

注:パブリックサブネッ
トを選択した場合、 
CloudFormation テンプレー
トはデフォルトで Elastic IP 
アドレスをプロビジョニン
グおよびアタッチしないた
め、EC2 インスタンスには

AWS DevOps
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タスク 説明 必要なスキル
パブリック IP アドレスが割
り当てられません。

• InstanceType— parallel 
評価の数に基づいてイン
スタンスサイズを選択しま
す。
• 10 の場合は、を選択しま

すr6i.large。
• 12 の場合は、を選択しま

すr6i.xlarge。
• 14 ～ 18 歳の場合

は、を選択してくださ
いr6i.2xlarge。

• InstanceImageId— 
Amazon Linux 2 ではデフォ
ルトのままにしておきま
す。

• KeyPairName— アクセス
に SSH を使用する場合は、
既存のkey pair 名前を指定
します。

• PermittedSSHInbound— 
アクセスに SSH を使用して
いる場合は、許可されてい
る CIDR ブロックを指定し
ます。SSH を使用していな
い場合は、デフォルト値の
ままにします127.0.0.1。

• BucketName— デフォ
ルト値はですprowler-
output-<accountID>-
<region>。これは必要に
応じて変更できます。カス
タム値を指定すると、アカ
ウント ID と地域が指定され
た値に自動的に追加されま
す。

• EmailAddress— Prowler 
が評価を完了し、zip ファイ
ルを S3 バケットにアップ
ロードしたときの Amazon 
SNS 通知用の E メールアド
レスを指定します。

注:SNS サブスクリプショ
ンの設定は、Prowler が評
価を完了する前に確認する
必要があります。確認しな
いと、通知は送信されませ
ん。

• IAMProwlerEC2Role— 命
名規則でこの IAM ロール
に別の名前が必要でない限

2439



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
り、デフォルトのままにし
ます。

• IAMProwlerExecRole—
IAM-ProwlerExecRole .yaml
ファイルをデプロイすると
きに別の名前が使用されな
い限り、デフォルトのまま
にします。

• Parallelism— 実行する
parallel 評価の数を指定し
ます。InstanceTypeパ
ラメータの値がこの数の
parallel 評価をサポートして
いることを確認してくださ
い。

4. レビューページで、[次のリ
ソースには機能が必要です:
[AWS::IAM::Role] を選択し、
[スタックの作成] を選択しま
す。

5. スタックが正常に作成さ
れたら、 CloudFormation 
コンソールの [出力] タブ
でProwlerEC2Role Amazon 
リソースネーム (ARN) をコ
ピーします。この ARN は後
で IAM-ProwlerExecRole .yaml
ファイルをデプロイするとき
に使用します。
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タスク 説明 必要なスキル

メンバーアカウントで IAM ロー
ルを設定します。

AWS Organizations 管理ア
カウントまたはの管理者権
限が委任されたアカウント
で CloudFormation、IAM-
ProwlerExecRole .yaml
CloudFormation テンプレートを
使用してスタックセットを作成
します。スタックセットは、組
織内のすべてのメンバーアカウ
ントにProwlerExecRole IAM 
ロールをデプロイします。手順
については、 CloudFormation ド
キュメントの「サービスマネー
ジド型のアクセス許可を持つス
タックセットの作成」を参照し
てください。このテンプレート
をデプロイする際は、次の点に
注意してください。

1. [テンプレートの準備] 
で [テンプレートの準備
完了] を選択し、IAM-
ProwlerExecRole .yaml ファイ
ルをアップロードします。

2. 「 StackSet 詳細を指
定」ページで、IAM-
ProwlerExecRoleスタック
セットに名前を付けます。

3. 「パラメータ」セクション
で、次のように入力します。
• AuthorizedARN—Prowler-
Resources スタック
の作成時にコピーし
たProwlerEC2Role ARN 
を入力します。

• ProwlerExecRoleName—
Prowler-
resources.yamlProwlerExecRole
ファイルのデプロイ時に別
の名前が使用されていない
限り、デフォルト値のまま
にします。

4. [アクセス権限] で、[Service-
managed permissions (サービ
スマネージド型のアクセス許
可)] を選択します。

5. 「配布オプションの設定」
ページの「配布対象」で、
「組織に配布」を選択し、す
べてのデフォルトをそのまま
使用します。

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
注:スタックをすべてのメン
バーアカウントに同時にデプ
ロイする場合は、[最大同時ア
カウント数] と [障害許容度] を
次のような高い値に設定しま
す100。

6. 「デプロイリージョン」
で、Prowler の EC2 インス
タンスがデプロイされるリー
ジョンを選択します。IAM リ
ソースはリージョンではなく
グローバルであるため、すべ
てのアクティブなリージョン
に IAM ロールがデプロイされ
ます。

7. レビューページで、[AWS 
がカスタム名で IAM 
CloudFormation リソースを作
成する場合があることを承知
します] を選択し、[作成] を選
択します StackSet。

8. [スタックインスタンス] タブ 
(個々のアカウントのステータ
ス) と [オペレーション] タブ 
(全体的なステータス) を監視
して、デプロイがいつ完了し
たかを判断します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

管理アカウントで IAM ロールを
プロビジョニングします。

IAM-ProwlerExecRole .yaml
テンプレートを使用し
て、組織の管理アカウント
にProwlerExecRole IAM 
CloudFormation ロールをデプロ
イするスタックを作成します。
以前に作成したスタックセット
は、管理アカウントに IAM ロー
ルをデプロイしません。手順に
ついては、 CloudFormation ド
キュメントの「スタックの作
成」を参照してください。こ
のテンプレートをデプロイする
際は、次の点に注意してくださ
い。

1. [テンプレートの指定] ペー
ジで [テンプレート準備
完了] を選択し、IAM-
ProwlerExecRole .yaml ファイ
ルをアップロードします。

2. 「スタックの詳細の指定」
ページの「スタック名」ボッ
クスに、と入力しますIAM-
ProwlerExecRole。

3. 「パラメータ」セクション
で、次のように入力します。
• AuthorizedARN—Prowler-
Resources スタック
の作成時にコピーし
たProwlerEC2Role ARN 
を入力します。

• ProwlerExecRoleName—
Prowler-
resources.yamlProwlerExecRole
ファイルのデプロイ時に別
の名前が使用されていない
限り、デフォルト値のまま
にします。

4. レビューページで、[次のリ
ソースには機能が必要です:
[AWS::IAM::Role] を選択し、
[スタックの作成] を選択しま
す。

AWS DevOps

Prowler のセキュリティアセスメントを実施してください

タスク 説明 必要なスキル

スキャンを実行します。 1. 組織のセキュリティアカウン
トにサインインします。

AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
2. セッションマネージャーを使

用して、以前にプロビジョニ
ングした Prowler の EC2 イ
ンスタンスに接続します。
手順については、「Session 
Manager を使用した Linux イ
ンスタンスへのConnect」を
参照してください。接続で
きない場合は、このパター
ンの「トラブルシューティン
グ (p. 2451)」セクションを参
照してください。

3. prowler_scan.sh ファイル
に移動してusr/local/
prowler、ファイルを開きま
す。

4. このスクリプトの調整可能な
パラメータと変数を確認し
て、環境に合わせて変更して
ください。カスタマイズオプ
ションの詳細については、ス
クリプトの冒頭にあるコメン
トを参照してください。

たとえば、管理アカウントか
ら組織内のすべてのメンバー
アカウントのリストを取得す
る代わりに、スクリプトを変
更してスキャンする AWS ア
カウント ID または AWS リー
ジョンを指定したり、これら
のパラメータを含む外部ファ
イルを参照したりできます。

5. prowler_scan.sh ファイルを保
存して閉じます。

6. 以下のコマンドを入力
します。これにより
prowler_scan.sh スクリプトが
実行されます。

sudo -i
screen
cd /usr/local/prowler
./prowler_scan.sh

次の点に注意してください。
• screen コマンドを使用する

と、接続がタイムアウトに
なったり、コンソールにア
クセスできなくなったりし
ても、スクリプトの実行を
継続できます。

• スキャンが開始された
ら、Ctrl+A D を押して画面
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
を強制的に切り離すことが
できます。 画面が切り離さ
れ、インスタンス接続を閉
じて評価を続行できます。

• デタッチされたセッション
を再開するには、インスタ
ンスに接続し、sudo -iと
入力してから Enterscreen 
-r キーを押します。

• 個々のアカウント評価
の進捗状況を監視する
には、usr/local/
prowlerディレクトリに
移動してコマンドを入力
しますtail -f output/
stdout-<account-id>。

7. Prowler がすべてのアカウン
トのスキャンを完了するま
でお待ちください。スクリ
プトは、複数のアカウントを
同時に評価します。すべての
アカウントで評価が完了する
と、Prowler-resources.yaml
ファイルをデプロイしたとき
に電子メールアドレスを指定
していれば通知が届きます。

プラウラーの調査結果を入手し
てください。

1. prowler-output-
<assessDate>.zipprowler-
output-<accountID>-
<region>バケットからファ
イルをダウンロードします。
手順については、Amazon S3 
ドキュメントの「オブジェク
トのダウンロード」を参照し
てください。

2. ダウンロードしたファイルを
含め、バケット内のすべて
のオブジェクトを削除しま
す。これはコストを最適化
し、Prowler-Resources
CloudFormation いつでも
スタックを削除できるよう
にするためのベストプラク
ティスです。手順について
は、Amazon S3 ドキュメント
の「オブジェクトの削除」を
参照してください。

一般的な AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを停止しま
す。

インスタンスがアイドル状態の
ときに請求されないようにする
には、Prowler を実行する EC2 
インスタンスを停止します。手
順については、Amazon EC2 ド
キュメントの「インスタンスの
停止と起動」を参照してくださ
い。

AWS DevOps

調査結果のレポートを作成します。

タスク 説明 必要なスキル

調査結果をインポートします。 1. Excel prowler-report-template
で.xlsx ファイルを開
き、Prowler CSV ワークシー
トを選択します。

2. ヘッダー行を含むすべてのサ
ンプルデータを削除します。
削除するデータに関連するク
エリを削除するかどうかを尋
ねられたら、[いいえ] を選択
します。 クエリを削除する
と、Excel テンプレートのピ
ボットテーブルの機能に影響
する可能性があります。

3. S3 バケットからダウンロード
した zip ファイルの内容を展
開します。

4. Excel で、prowler-
fullorgresults-
accessdeniedfiltered.txt を
開きます。Control Tower リ
ソースのスキャンの試行に関
連するエラーなど、Access 
Denied最も一般的で対処で
きないエラーはすでに削除
されているため、このファ
イルを使用することをお勧
めします。フィルター処理
されていない結果が必要な
場合は、代わりに prowler-
fullorgresults.txt ファイルを開
いてください。

5. 列 A を選択します。
6. Windows を使用している場合

は Ctrl+C と入力し、macOS 
を使用している場合は Cmd
+C と入力します。 これによ
り、すべてのデータがクリッ
プボードにコピーされます。

一般的な AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
7. Excel レポートテンプレート

の Prowler CSV ワークシート
で、セル A1 を選択します。

8. Windows を使用している場合
は Ctrl+V と入力し、macOS 
を使用している場合は Cmd+V
と入力します。 これにより、
調査結果がレポートに貼り付
けられます。

9. 貼り付けたデータを含むセル
がすべて選択されていること
を確認します。そうでない場
合は、列 A を選択します。

10.[データ] タブで、[テキストか
ら列へ] を選択します。

11.ウィザードで、以下の操作を
実行します。
• ステップ 1 では、「区切り

付き」を選択します。
• ステップ 2 の [区切り文字] 

で [セミコロン] を選択し
ます。データプレビューペ
インで、データが列に分割
されていることを確認しま
す。

• ステップ 3 では、[完了] を
選択します。

12.テキストデータが複数の列で
区切られていることを確認し
ます。

13.Excel レポートに新しい名前を
付けて保存します。

14.Access Denied結果のエ
ラーを検索して削除します。
これらをプログラムで削除す
る方法については、「追加情
報 (p. 2452)」セクションの
「プログラムによるエラーの
削除」を参照してください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

レポートを確定します。 1. 「調査結果」ワークシートを
選択し、セル A17 を選択しま
す。このセルはピボットテー
ブルのヘッダーです。

2. リボンの [PivotTable ツール] 
で [分析] を選択し、次に [更
新] で [すべて更新] を選択し
ます。これにより、ピボット
テーブルが新しいデータセッ
トで更新されます。

3. デフォルトでは、Excel は 
AWS アカウント番号を適切
に表示しません。数値フォー
マットを修正するには、次の
手順を実行します。
• 「結果」ワークシートで、

列 A のコンテキスト (右ク
リック) メニューを開き、
「セルのフォーマット」を
選択します。

• [数値] を選択し、[小数点以
下の桁数]0 に入力します。

• [OK] を選択します。

注:AWS アカウント番号が 
1 つ以上のゼロで始まる場
合、Excel は自動的にゼロを削
除します。レポートに 12 桁未
満の口座番号が表示されてい
る場合、欠落している数字は
番号の先頭の 0 です。

4. (オプション) フィールドを折
りたたんで結果を読みやすく
することができます。次のコ
マンドを実行します
• 結果ワークシートで、行18

と19の間の線（重要なヘッ
ダーと最初の結果の間のス
ペース）にカーソルを移動
すると、カーソルのアイコ
ンが下向きの小さな矢印に
変わります。

• すべての検索フィールドを
クリックして選択します。

• コンテキスト (右クリック) 
メニューを開き、[展開/縮
小] を選択し、[折りたたむ] 
を選択します。

5. 評価の詳細については、「調
査結果」、「重要度」、「合
格不合格」の各ワークシート
を確認してください。

一般的な AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
6. zipResults-

Visualizaton-<date-of-
scan> ファイルのフォルダー
で、レポートを視覚化して強
化するために使用できる、自
動生成されたグラフとチャー
トを確認します。

(オプション) Prowler またはコードリポジトリ内のリソースを更新

タスク 説明 必要なスキル

プラウラーを更新。 Prowler を最新バージョンに更新
する場合は、次の手順を実行し
ます。

1. Session Manager を使用した 
Prowler の EC2 インスタンス
へのConnect。手順について
は、「Session Manager を使
用した Linux インスタンスへ
のConnect」を参照してくださ
い。

2. 次の コマンドを入力します。

sudo -i
pip3 install --upgrade 
 prowler

一般的な AWS

prowler_scan.sh スクリプトを更
新します。

prowler_scan.sh スクリプトをリ
ポジトリの最新バージョンに更
新する場合は、次の操作を行い
ます。

1. Session Manager を使用した 
Prowler の EC2 インスタンス
へのConnect。手順について
は、「Session Manager を使
用した Linux インスタンスへ
のConnect」を参照してくださ
い。

2. 次の コマンドを入力します。

sudo -i

3. Prowler スクリプトディレクト
リに移動します。

cd /usr/local/prowler

4. 次のコマンドを入力してロー
カルスクリプトを隠し、カ
スタムの変更を最新バージョ

一般的な AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ンにマージできるようにしま
す。

git stash

5. 次のコマンドを入力して、ス
クリプトの最新バージョンを
取得します。

git pull

6. 次のコマンドを入力して、カ
スタムスクリプトを最新バー
ジョンのスクリプトとマージ
します。

git stash pop

注:レポートの検索など、 GitHub 
リポジトリにないローカルで生
成されたファイルに関連する
警告が表示される場合があり
ます。ローカルに隠された変
更が再びマージされることが
prowler_scan.sh に示されている
限り、これらは無視できます。

(オプション) クリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

デプロイされたリソースをすべ
て削除します。

リソースはアカウントにデプロ
イしたままにしておくことがで
きます。使用していないときに 
EC2 インスタンスをシャットダ
ウンし、S3 バケットを空のまま
にしておくと、future スキャンの
ためにリソースを維持するコス
トが削減されます。

すべてのリソースのプロビジョ
ニングを解除する場合は、次の
手順を実行します。

1. IAM-ProwlerExecRole管
理アカウントにプロビジョニ
ングされたスタックを削除
します。手順については、 
CloudFormation ドキュメント
の「スタックの削除」を参照
してください。

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
2. IAM-ProwlerExecRole組織

の管理アカウントまたは委任
された管理者アカウントにプ
ロビジョニングされたスタッ
クセットを削除します。手順
については、 CloudFormation 
ドキュメントの「スタック
セットの削除」を参照してく
ださい。

3. prowler-outputS3 バケッ
トからすべてのオブジェクト
を削除します。手順について
は、Amazon S3 ドキュメント
の「オブジェクトの削除」を
参照してください。

4. Prowler-Resourcesセキュ
リティアカウントでプロビ
ジョニングされたスタック
を削除します。手順について
は、 CloudFormation ドキュメ
ントの「スタックの削除」を
参照してください。

トラブルシューティング

問題 解決策

Session Manager を使用した EC2 インスタンスへ
の接続ができません。

SSM エージェントは Systems Manager エンドポ
イントと通信できる必要があります。次のコマン
ドを実行します

1. EC2 インスタンスがデプロイされているサブ
ネットがインターネットにアクセスできること
を確認します。

2. EC2 インスタンスを再起動します。

スタックセットをデプロイすると、 
CloudFormation コンソールからそうするように
求められますEnable trusted access with 
AWS Organizations to use service-
managed permissions。

これは、AWS Organizations ととの間で信頼でき
るアクセスが有効になっていないことを示してい
ます CloudFormation。サービスマネージド型のス
タックセットを展開するには、信頼されたアクセ
スが必要です。このボタンを選択すると、信頼さ
れたアクセスの有効化は有効になります。詳細に
ついては、 CloudFormation ドキュメントの「信頼
されたアクセスの有効化」を参照してください。

関連リソース
AWS ドキュメンテーション

• AWS でのセキュリティ統制の実装 (AWS Prescriptive Guidance)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

その他のリソース

• プラウラー (GitHub)

追加情報
プログラムによるエラーの削除

結果にアクセス拒否エラーが含まれる場合は、結果からそれらを削除する必要があります。これらのエ
ラーは通常、Prowlerが特定のリソースを評価するのを妨げている外部の影響権限が原因です。たとえ
ば、AWS Control Tower を通じてプロビジョニングされた S3 バケットを確認すると、一部のチェックが
失敗します。これらの結果をプログラムで抽出し、フィルターした結果を新しいファイルとして保存でき
ます。

次のコマンドは、1 つのテキスト文字列 (パターン) を含む行を削除し、その結果を新しいファイルに出力
します。

• LinuxまたはmacOS用 (グレップ)

grep -v -i "Access Denied getting bucket" myoutput.csv > myoutput_modified.csv

• ウィンドウズ用 (PowerShell)

Select-String -Path myoutput.csv -Pattern 'Access Denied getting bucket' -NotMatch > 
 myoutput_modified.csv

次のコマンドは、複数のテキスト文字列に一致する行を削除し、その結果を新しいファイルに出力しま
す。

• LinuxまたはmacOS用 (文字列間のエスケープパイプを使用)

grep -v -i 'Access Denied getting bucket\|Access Denied Trying to Get' myoutput.csv > 
 myoutput_modified.csv

• Windows の場合 (文字列の間はカンマで区切られます)

Select-String -Path myoutput.csv -Pattern 'Access Denied getting bucket', 'Access Denied 
 Trying to Get' -NotMatch > myoutput_modified.csv

レポート例

以下の画像は、Prowlerの調査結果をまとめたレポートの調査結果ワークシートの例です。

以下の画像は、Prowlerの調査結果をまとめたレポートの「合格不合格」ワークシートの例です。

以下の画像は、Prowlerの調査結果をまとめたレポートの「重要度」ワークシートの例です。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Config を使用して未使用
の EBS ボリュームを削除する

AWS Config および AWS Systems Manager を
使用して、使用されていない Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームを、AWS Config およ
び AWS システムマネージャーを使用して削除しま
す。

サンカール・サングボトラ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、管理とガバナンス、コス
ト管理

AWS サービス:AWS Config; 
AWS Systems Manager

概要
Amazon EElastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームのライフサイクルは、通常、アタッチされてい
る Amazon EElastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのライフサイクルとは独立しています。
起動時に Delete on Termination オプションを選択しない限り、EC2 インスタンスを終了すると EBS ボ
リュームはデタッチされますが、削除されません。特に EC2 インスタンスの起動と終了が一般的な開発
環境やテスト環境では、使用されていない EBS ボリュームが大量に存在する可能性があります。EBS ボ
リュームは、使用されているかどうかにかかわらず、Amazon Web Services (AWS) アカウントに請求さ
れます。これらのボリュームを削除すると、AWS アカウントのコストを最適化するのに役立ちます。さら
に、未使用の EBS ボリュームを削除することは、それらのボリューム内の未使用の、潜在的に機密性の高
いデータへのアクセスを防ぐためのセキュリティ上のベストプラクティスです。

AWS Config は、非準拠のリソースを手動または自動で修復するのに役立ちます。このパターンでは、ア
カウント内の未使用の Amazon EBS ボリュームを削除する AWS Config ルールと自動修復アクションを設
定する方法について説明します。修復アクションは、AWS Systems Manager の機能である自動化の事前
定義済みランブックです。ボリュームを削除する前に、そのボリュームのスナップショットを作成するよ
うに Runbook を設定できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Systems Manager の一機能である、AWSConfigRemediation-DeleteUnusedEBSVolumeオー

トメーションのランブックの実行に必要な AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可
がなければなりません。詳細については、DeleteUnusedEBSVolume の「必要な IAM アクセス権限」を
参照してください。AWSConfigRemediation

• 1 つ以上の使用されていない Amazon EBS ボリューム。

機能制限

• 使用されていない Amazon EBS ボリュームは、availableその状態である必要があります。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• AWS Config
• Amazon EBS
• Systems Manager
• Systems Manager Automation

ターゲットアーキテクチャ

1. AWS Config ルールは EBS ボリュームを評価します。
2. このルールは、準拠しているリソースと準拠していないリソースのリストを返します。available状態

にある EBS ボリュームは未使用のボリュームで、非準拠と判断されます。
3. AWS Config は自動化ランブックを自動的に開始します。
4. 設定されている場合、Systems Manager は未使用のボリュームを削除する前にスナップショットを作成

します。
5. Systems Manager は、未使用の EBS ボリュームを削除します。

自動化とスケール

組織のすべてのアカウントに、このソリューションを適用できます。詳細については、AWS Config ド
キュメントの「組織内のすべてのアカウントにわたるルールの管理」を参照してください。

Tools
• AWS Config は、AWS アカウントのリソースとその構成方法の詳細ビューを提供します。リソースがど

のように相互に関連しているかと、それらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを確認す
るのに役立ちます。

• AWS Systems Manager は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管
理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、運用上の問題の検出
と解決までにかかる時間が短縮されるほか、AWS リソースを大規模かつ安全に管理できるようになりま
す。

• AWS Systems Manager Automation は、多くの AWS サービスの一般的なメンテナンス、デプロイ、修
復タスクを簡素化します。

叙事詩
AWS Config ルールの設定

タスク 説明 必要なスキル

自動化ランブックのロールを作
成します。

というロールの作
成AssumeRole。Systems 
Manager オートメーションは、
このロールを使用して Runbook 
を実行します。手順について
は、Systems Manager ドキュ

AWS システム管理者
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/config-rule-multi-account-deployment.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
メントの「オートメーションの
サービスロール（ロールを引き
受ける）アクセスの設定」を参
照してください。

AWS Config レコーダーをオンに
します。

AWS Config ドキュメントの「コ
ンソールで AWS Config を設定
する」の指示に従って、AWS 
Config が実行中で、Amazon 
EBS ボリュームを記録するよう
に設定されていることを確認し
ます。

AWS システム管理者

ルールを実行してください。 1. AWS Config ドキュメント
の「リソースの評価」ec2-
volume-inuse-check の指
示に従ってルールを実行しま
す。評価が完了するまで待ち
ます。

2. [ルール] ページでルールを選
択し、[対象範囲内のリソー
ス] で [非準拠] を選択しま
す。ec2-volume-inuse-
check

3. 評価結果に未使用の Amazon 
EBS ボリュームが 1 つ以上あ
ることを確認します。

AWS システム管理者

未使用の Amazon EBS ボリュームの自動修復を設定する

タスク 説明 必要なスキル

自動修復アクションを追加しま
す。

1. [ルール] ページで、ec2-
volume-inuse-checkルー
ルを選択します。

2. AWS Config ドキュメントの
「自動修復の設定」の指示に
従ってください。次の点に注
意してください。

3. 修復アクションの詳細セ
クションで、を選択しま
すAWSConfigRemediation-
DeleteUnusedEBSVolume。
• [リソース ID] パラメータを

選択し、一覧からを選択し
ますVolumeId。実行時に、
このパラメータは非準拠の 
EBS ボリュームの ID に置
き換えられます。

• 「パラメータ」セクション
で、次のパラメータの値を
指定します。

AWS システム管理者
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https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-setup.html#automation-setup-configure-role
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AWS 規範的ガイダンス パターン
トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
• CreateSnapshot— (オ

プション) この値をに設定
するとtrue、オートメー
ションは EBS ボリューム
のボリュームが削除され
る前に、そのボリューム
のスナップショットを作
成します。

• AutomationAssumeRole—AssumeRole
以前に作成したサービス
ロールのの Amazon リ
ソースネーム（ARN）を
入力します。

AWS Config ルールの自動修復を
テストします。

1. AWS Config コンソールの 
[ルール] ページで、ec2-
volume-inuse-checkルー
ルを選択します。

2. 「アクション」メニューで、
「再評価」を選択します。

3. ルールが準拠していないリ
ソースを評価できるように
してから、未使用の Amazon 
EBS ボリュームが削除された
ことを確認します。

AWS システム管理者

トラブルシューティング

問題 解決策

AWS Config はリソースの状態を正確に反映してい
ません。

AWS Config がリソースの状態を更新しないこと
があります。レコーダーをオフにしてから、AWS 
Config Settings ページでもう一度オンにします。
レコーダーはリソースの状態をキャプチャしま
す。新しく作成または削除されたリソースでは、
レコーダーに現在の状態が反映されるまでに時間
がかかることがあります。EBS ボリューム状態の
詳細については、Amazon EC2 のドキュメントの
「ボリューム状態」を参照してください。

関連リソース
• AWSConfigRemediation-DeleteUnused EBS ボリュームランブック
• EC2-volume-inuse-check ルール
• AWS Config ルールによる準拠していない AWS リソースの修正
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-describing-volumes.html#volume-state
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
Terraform を使用して AWS WAF ソリューション

用のセキュリティオートメーションをデプロイする

Terraform を使用して AWS WAF ソリューションの
セキュリティ自動化をデプロイする

ラーフル・シャラッド・ガイクワッド博士（AWS）とタミルセルバン（AWS）によって作成されました

code repository:

• aws-waf-automation-terraform-
サンプル

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、インフラストラクチャ、
コンテンツ配信 DevOps

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS WAF

概要
AWS WAF は、カスタマイズ可能なルールを使用してアプリケーションを一般的なエクスプロイトから
保護するウェブアプリケーションファイアウォールです。ルールはユーザーが定義してウェブアクセスコ
ントロールリスト (ACL) にデプロイします。AWS WAF ルールの設定は、特に専任のセキュリティチー
ムを持たない組織にとっては難しい場合があります。このプロセスを簡略化するために、Amazon Web 
Services (AWS) は AWS WAF ソリューション向けセキュリティ自動化を提供しています。このソリュー
ションでは、ウェブベースの攻撃をフィルタリングする一連の AWS WAF ルールを含む単一のウェブ ACL 
が自動的にデプロイされます。Terraform のデプロイ時に、どの保護機能を含めるかを指定できます。こ
のソリューションをデプロイすると、AWS WAF は既存の Amazon CloudFront ディストリビューションま
たはアプリケーションロードバランサーへのウェブリクエストを検査し、ルールに一致しないリクエスト
をすべてブロックします。

AWS WAF ソリューションのセキュリティ自動化は、AWS WAF CloudFormation 実装ガイドのセキュ
リティ自動化の指示に従って AWS を使用してデプロイできます。このパターンは、クラウドインフラ
ストラクチャをプロビジョニングおよび管理するためのコードとしてのインフラストラクチャ（IaC） 
HashiCorp ツールとしてTerraformを使用する組織にとって、代替の導入オプションとなります。このソ
リューションをデプロイすると、Terraform は自動的に変更をクラウドに適用し、AWS WAF 設定と保護
機能をデプロイして設定します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされ、必要な権限で設定されます。詳細につ

いては、「開始方法 (AWS CLI ドキュメント)」を参照してください。
• Terraform がインストールされ、構成されています。詳細については、「Terraform のインストール」

(Terraform ドキュメンテーション) を参照してください。

製品バージョン

• AWS CLI バージョン 2.4.25 またはそれ以降
• Terraform バージョン 1.1.9 以降
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https://github.com/aws-samples/aws-waf-automation-terraform-samples/tree/main
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

このパターンでは、AWS WAF ソリューションのセキュリティ自動化がデプロイされます。ターゲット
アーキテクチャの詳細については、『AWS WAF 実装ガイドのセキュリティオートメーション』の「アー
キテクチャの概要」を参照してください。このデプロイでの AWS Lambda オートメーション、アプリ
ケーションログパーサー、AWS WAF ログパーサー、IP リストパーサー、アクセスハンドラーの詳細につ
いては、『AWS WAF 実装ガイドのセキュリティオートメーション』の「コンポーネントの詳細」を参照
してください。

テラフォームデプロイメント

実行するとterraform apply、Terraform は次の処理を行います。

1. Terraform は、testing.tfvars ファイルからの入力に基づいて IAM ロールと Lambda 関数を作成します。
2. Terraform は、テスト用の.tfvars ファイルからの入力に基づいて AWS WAF ACL ルールと IP セットを

作成します。
3. Terraform は、testing.tfvars ファイルからの入力に基づいて、アマゾンSimple Storage Service (Amazon 

S3) バケット、Amazon EventBridge ルール、AWS Glue データベーステーブル、および Amazon 
Athena ワークグループを作成します。

4. Terraform は AWS CloudFormation スタックをデプロイしてカスタムリソースをプロビジョニングしま
す。

5. Terraform は、testing.tfvars ファイルからの指定された入力に基づいて Amazon API Gateway リソース
を作成します。

自動化とスケーリング

このパターンを使用して複数の AWS アカウントと AWS リージョンの AWS WAF ルールを作成し、AWS 
クラウド環境全体に AWS WAF ソリューションのセキュリティ自動化をデプロイできます。

Tools
AWS サービス

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

• AWS WAF は、保護されたウェブアプリケーションリソースに転送される HTTP および HTTPS リクエ
ストのモニタリングに役立つウェブアプリケーションファイアウォールです。

その他のサービス

• Git はオープンソースの分散バージョン管理システムです。
• HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニ

ングおよび管理するのに役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、Terraform を使用した GitHub AWS WAF オートメーションリポジトリにありま
す。

ベストプラクティス
• 静的ファイルを別々の S3 バケットに配置します。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• 変数をハードコーディングしないでください。
• カスタムスクリプトの使用を制限してください。
• 命名規則を採用してください。

叙事詩
ローカルワークステーションをセットアップします。

タスク 説明 必要なスキル

Git をインストールします。 「はじめに」(Git Web サイト) の
指示に従って、ローカルワーク
ステーションに Git をインストー
ルします。

DevOps エンジニア

リポジトリをクローンします。 ローカルワークステーションで
次のコマンドを入力し、code 
repository をクローンしま
す。repo URL を含むコマンド
全体をコピーするには、このパ
ターンの「追加情報 (p. 2461)」
セクションを参照してくださ
い。

git clone <repo-URL>.git

DevOps エンジニア

変数を更新します。 1. 次のコマンドを入力して、ク
ローンされたディレクトリに
移動します。

cd terraform-aws-waf-
automation

2. 任意のテキストエディターで
testing.tfvars ファイルを開き
ます。

3. testing.tfvars ファイル内の変
数の値を更新します。

4. ファイルを保存して閉じま
す。

DevOps エンジニア

Terraform を使用してターゲットアーキテクチャをプロビジョニングする

タスク 説明 必要なスキル

Terraform 構成を初期化します。 Terraform 設定ファイルが保存さ
れているワーキングディレクト
リを初期化するには、次のコマ
ンドを入力します。

terraform init

DevOps エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Terraform プランをプレビューし
ます。

次の コマンドを入力しま
す。Terraform は構成ファイル
を評価して、宣言されたリソー
スのターゲット状態を決定しま
す。次に、ターゲットの状態を
現在の状態と比較し、プランを
作成します。

terraform plan -var-
file="testing.tfvars"

DevOps エンジニア

計画を確認してください。 プランを確認して、対象の AWS 
アカウントに必要なアーキテク
チャが設定されていることを確
認します。

DevOps エンジニア

ソリューションをデプロイしま
す。

1. プランを適用するには、次の
コマンドを入力します。

terraform apply -var-
file="testing.tfvars"

2. yes を入力して確定しま
す。Terraformは、構成ファ
イルに宣言されている目標
状態を実現するために、イン
フラストラクチャを作成、更
新、または破棄します。シー
ケンスの詳細については、
このパターンの「アーキテク
チャ (p. 2458)」セクションに
ある「Terraform デプロイ」を
参照してください。

DevOps エンジニア

検証とクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

変更を確認します。 1. Terraform コンソールで、出力
が期待どおりの結果と一致す
ることを確認します。

2. AWS マネジメントコンソール
にサインインします。

3. Terraform コンソールの出力が 
AWS アカウントに正常にデプ
ロイされていることを確認し
ます。

DevOps エンジニア

(オプション) インフラストラク
チャをクリーンアップします。

このソリューションによって行
われたすべてのリソースと構成
の変更を削除するには、次の操
作を行います。

DevOps エンジニア
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
1. Terraform コンソールで、次の

コマンドを入力します。

terraform destroy -var-
file="testing.tfvars”

2. yes を入力して確定します。

トラブルシューティング

問題 解決策

WAFV2 IPSet: 
WAFOptimisticLockException エラー

terraform destroyコマンドを実行したときに
このエラーが表示される場合は、IP セットを手
動で削除する必要があります。手順については、
「IP セットの削除 (AWS WAF ドキュメント)」を
参照してください。

関連リソース
AWS リファレンス

• AWS WAF 実装ガイドのセキュリティオートメーション
• AWS WAF のセキュリティオートメーション (AWS ソリューションライブラリ)
• AWS WAF のセキュリティ自動化に関するよくある質問

テラフォームリファレンス

• テラフォームバックエンド設定
• Terraform AWS プロバイダー-ドキュメントと使用方法
• テラフォーム AWS プロバイダー (GitHub リポジトリ)

追加情報
次のコマンドは、 GitHub このパターンのリポジトリを複製します。

git clone https://github.com/aws-samples/aws-waf-automation-terraform-samples.git

Step Functions を使用して IAM アクセスアナライ
ザーで IAM ポリシーを動的に生成する

トーマス・スコット (AWS)、アディル・エル・カナビ (AWS)、コーエン・ヴァン・ブライデルフェーン 
(AWS)、ラファル・ポーラシェック (AWS) によって作成されました
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

コードリポジトリ:

• 自動IAMアクセスアナライザー
ロールポリシージェネレー
ター

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、サーバーレス

AWS サービス:AWS IAM ア
クセスアナライザー、AWS 
Lambda、AWS Step 
Functions、AWS Identity and 
Access Management

概要
最小特権は、タスクの実行に必要な最小限のアクセス許可を付与するセキュリティのベストプラクティス
です。すでにアクティブなAmazon Web Services（AWS）アカウントに最小権限アクセスを実装するのは
難しい場合があります。なぜなら、権限を変更してユーザーが職務を遂行するのを意図せずにブロックし
たくないからです。AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの変更を実装する前に、アカウ
ントユーザーが実行しているアクションとリソースを理解する必要があります。

このパターンは、チームの生産性を阻害したり低下させたりすることなく、最小権限アクセスの原則を適
用できるように設計されています。IAM Access Analyzer と AWS Step Functions を使用して、アカウント
で現在実行されているアクションに基づいてロールの up-to-date IAM ポリシーを動的に生成する方法につ
いて説明します。新しいポリシーは、現在のアクティビティは許可するが、不要で昇格した権限は削除す
るように設計されています。生成されたポリシーは、許可ルールと拒否ルールを定義することでカスタマ
イズでき、ソリューションにはカスタムルールが統合されます。

このパターンには、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) または HashiCorp CDK for Terraform 
(CDKTF) を使用してソリューションを実装するオプションが含まれます。その後、「CI/CD (CI/CD) パイ
プラインを使用して、新しいポリシーをロールに関連付けることができます。マルチアカウントアーキテ
クチャを使用している場合は、ロール用の更新された IAM ポリシーを生成したい任意のアカウントにこの
ソリューションをデプロイできるため、AWS クラウド環境全体のセキュリティが向上します。

前提条件と制限
前提条件

• CloudTrail トレイルが有効になっているアクティブな AWS アカウント。
• 以下の IAM 権限:

• Step Functions ワークフローを作成してデプロイします。詳細については、「AWS Step Functions の
アクション、リソース、および条件キー (Step Functions ドキュメント) を参照してください。

• AWS Lambda 関数を作成します。詳細については、「実行ロールとユーザー権限」(Lambda ドキュ
メント) を参照してください。

• IAM ロールを作成します。詳細については、「IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成
(IAM ドキュメント) を参照してください。

• npm がインストールされている。詳細については、「Node.js と npm のダウンロードとインストール
(npm ドキュメント) を参照してください。

• このソリューションを AWS CDK でデプロイする場合 (オプション 1):
• AWS CDK ツールキット、インストールおよび設定済み。詳細については、「AWS CDK のインス

トール (AWS CDK ドキュメント)」を参照してください。
• このソリューションを CDKTF で導入する場合 (オプション 2):

• CDKTF、インストールされ、設定されている。詳細については、「Terraform 用 CDK のインストー
ル (CDKTF ドキュメント)」を参照してください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• Terraform、インストールおよび設定済み。詳細については、「はじめに (Terraform ドキュメント) を
参照してください。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、ローカルにインストールされ、AWS アカウント用に設定
されている。詳細については、「AWS CLI の最新バージョンをインストールまたは更新する (AWS CLI
ドキュメント) を参照してください。

機能制限

• このパターンでは、新しい IAM ポリシーがロールに適用されません。このソリューションが終了する
と、新しい IAM CodeCommit ポリシーがリポジトリに保存されます。CI/CD パイプラインを使用して、
アカウントのロールにポリシーを適用できます。

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

1. 定期的にスケジュールされる Amazon EventBridge イベントルールは、Step Functions ワークフローを
開始します。この再生スケジュールは、このソリューションの設定の一部として定義します。

2. Step Functions ワークフローでは、Lambda CloudTrail 関数がログ内のアカウントアクティビティを分
析するときに使用する日付範囲を生成します。

3. 次のワークフローステップでは、IAM Access Analyzer API を呼び出してポリシーの生成を開始しま
す。

4. IAM アクセスアナライザーは、セットアップ時に指定したロールの Amazon リソースネーム (ARN) を
使用して、 CloudTrail 指定された日付レート内のアクティビティについてログを分析します。アクティ
ビティに基づいて、IAM Access Analyzer は、指定された日付範囲にロールが使用したアクションと
サービスのみを許可する IAM ポリシーを生成します。このステップが完了すると、このステップはジョ
ブ ID を生成します。

5. 次のワークフローステップでは、30 秒ごとにジョブ ID をチェックします。ジョブ ID が検出される
と、このステップではジョブ ID を使用して IAM アクセスアナライザー API を呼び出し、新しい IAM ポ
リシーを取得します。IAM アクセスアナライザーはポリシーを JSON ファイルとして返します。

6. <IAM role name>次のワークフローステップでは、/policy.json ファイルを、Amazon S3 Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットに入れます。この S3 バケットは、このソリューションの設定の一部と
して定義します。

7. Amazon S3 イベント通知は、Lambda 関数を開始します。
8. Lambda 関数は S3 バケットからポリシーを取得し、allow.json ファイルと deny.json ファイルで定義し

たカスタムルールを統合し、 CodeCommit更新されたポリシーをにプッシュします。このソリューショ
ンの設定の一環として、 CodeCommit リポジトリ、ブランチ、およびフォルダパスを定義します。

Tools
AWS サービス

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ
びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

• AWS CDK Toolkit は、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) アプリを操作するのに役立つコマンド
ラインクラウド開発キットです。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用リスクを監査する
のに役立ちます。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• AWS CodeCommit は、独自のソース管理システムを管理しなくても、Git リポジトリをプライベートに
保存して管理できるようにするバージョン管理サービスです。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使って AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用許可されているかをコントロー
ルして、AWS Edentity and Access Management (IAM) を利用するのに役立ちます。このパターンで
は、IAM Access Analyzer (IAM Access Analyzer) CloudTrail を使用してログを分析して、IAM エンティ
ティ (ユーザーまたはロール) が使用しているアクションとサービスを特定します。

• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実行するのに役立つコン
ピューティングサービスです。コードは必要なときにのみ実行され、自動的にスケーリングされるた
め、課金は実際に使用しているコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、クラウドベースのオブジェクトストレージサービス
であり、任意の量のデータを保存、保護、および取得するのに役立ちます。

• AWS Step Functions は、AWS Lambda 関数と他の AWS のサービスを組み合わせてビジネスクリティ
カルなアプリケーションを構築するための AWS Lambda 関数と他の AWS のサービスを組み合わせるこ
とができるサーバーレスのオーケストレーションサービスです。このパターンでは、Step Functions の 
AWS SDK サービス統合を使用して、ワークフローからサービス API アクションを呼び出します。

その他のツール

• CDK for Terraform (CDKTF) は、Python や Typescript などの一般的なプログラミング言語を使用してイ
ンフラストラクチャをコード (IaC) として定義するのに役立ちます。

• Lerna は、同じリポジトリから複数の JavaScript OR TypeScript パッケージを管理および公開するため
のビルドシステムです。

• Node.js は、 JavaScript スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計されたイ
ベント駆動型のランタイム環境です。

• npm は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベート
パッケージのデプロイの管理に使用されます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、 GitHub 自動 IAM アクセスアナライザーロールポリシージェネレーターリポジ
トリにあります。

叙事詩
デプロイの準備

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリをコピーする。 次のコマンドは、自動 IAM アク
セス分析ロールポリシージェネ
レーター (GitHub) リポジトリを
複製します。

git clone https://
github.com/aws-samples/
automated-iam-access-
analyzer.git

アプリケーションデベロッパー

Lerna をインストールする。 次のコマンドは Lerna をインス
トールします。

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

npm i -g lerna

依存関係を設定します。 次のコマンドは、リポジトリの
依存関係をインストールしま
す。

cd automated-iam-access-
advisor/
npm install && npm run 
 bootstrap

アプリケーションデベロッパー

コードをビルドします。 次のコマンドは、Lambda 関数
の zip パッケージをテスト、ビル
ド、準備します。

npm run test:code
npm run build:code
npm run pack:code

アプリケーションデベロッパー

構成を構築します。 次のコマンドは、AWS CDK と 
CDKTF の両方のアプリケーショ
ンを合成するインフラストラク
チャを構築します。

npm run build:infra

 

任意のカスタム権限を設定しま
す。

複製したリポジトリの repo フォ
ルダーで、allow.json ファイル
と deny.json ファイルを編集し
て、ロールのカスタム権限を定
義します。allow.json ファイルと
deny.json ファイルに同じ権限が
含まれている場合は、拒否権限
が適用されます。

AWS 管理者、アプリ開発者

オプション 1 — AWS CDK を使用してソリューションをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CDK スタックをデプロイし
ます。

次のコマンドは、AWS 
CloudFormation を通じてインフ
ラストラクチャをデプロイしま
す。以下のパラメータを指定し
ます。

• <NAME_OF_ROLE>— 新しい
ポリシーを作成している IAM 
ロールの ARN。

• <TRAIL_ARN>— CloudTrail 
ロールアクティビティが保存
されているトレイルの ARN。

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• <CRON_EXPRESSION_TO_RUN_SOLUTION>— 

ポリシーの再生スケジュー
ルを定義する Cron 式。Step 
Functions ワークフローはこ
のスケジュールで実行されま
す。

• <TRAIL_LOOKBACK>— ロール
権限を評価する際にトレイル
を振り返る期間（日単位）。

cd infra/cdk
cdk deploy —-parameters 
 roleArn=<NAME_OF_ROLE> \
—-parameters 
 trailArn=<TRAIL_ARN> \
--parameters 
 schedule=<CRON_EXPRESSION_TO_RUN_SOLUTION> 
 \
[ --parameters 
 trailLookBack=<TRAIL_LOOKBACK> ]

注 — 角括弧はオプションパラ
メータを示します。

（オプション）新しいポリシー
が出るまでお待ちください。

トレイルにロールに関する十
分な量の履歴アクティビティ
が含まれていない場合は、IAM 
Access Analyzer が正確なポリ
シーを生成するのに十分なアク
ティビティがログに記録されて
いることを確認するまでお待ち
ください。ロールがアカウント
で十分な期間アクティブになっ
ている場合は、この待機期間は
必要ない場合があります。

AWS 管理者

生成されたポリシーを手動で確
認します。

CodeCommit リポジトリで、生
成された.json <ROLE_ARN>ファ
イルを確認して、許可権限と拒
否権限がロールに適しているこ
とを確認します。

AWS 管理者

オプション 2 — CDKTF を使用してソリューションをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

Terraform テンプレートを合成し
ます。

次のコマンドは、Terraform テン
プレートを合成します。

lerna exec cdktf synth --
scope @aiaa/tfm

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Terraform テンプレートをデプロ
イします。

次のコマンドは、CDKTF で定
義されているインフラストラク
チャが格納されているディレク
トリに移動します。

cd infra/cdktf

次のコマンドは、ターゲット 
AWS アカウントにインフラスト
ラクチャをデプロイします。以
下のパラメータを指定します。

• <account_ID>— ターゲット
アカウントの ID。

• <region>-ターゲット AWS 
リージョン。

• <selected_role_ARN>— 新
しいポリシーを作成している 
IAM ロールの ARN。

• <trail_ARN>— CloudTrail 
ロールアクティビティが保存
されているトレイルの ARN。

• <schedule_expression>— 
ポリシーの再生スケジュー
ルを定義する Cron 式。Step 
Functions ワークフローはこ
のスケジュールで実行されま
す。

• <trail_look_back>— ロー
ル権限を評価する際にトレ
イルを振り返る期間（日単
位）。

TF_VAR_accountId=<account_ID> 
 \ 
 TF_VAR_region=<region> \ 
 TF_VAR_roleArns=<selected_role_ARN> 
 \ 
 TF_VAR_trailArn=<trail_ARN> 
 \ 
 TF_VAR_schedule=<schedule_expression> 
 \ 
 [ TF_VAR_trailLookBack=<trail_look_back> ] 
 \ cdktf deploy

注 — 角括弧はオプションパラ
メータを示します。

アプリケーションデベロッパー
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

（オプション）新しいポリシー
が出るまでお待ちください。

トレイルにロールに関する十
分な量の履歴アクティビティ
が含まれていない場合は、IAM 
Access Analyzer が正確なポリ
シーを生成するのに十分なアク
ティビティがログに記録されて
いることを確認するまでお待ち
ください。ロールがアカウント
で十分な期間アクティブになっ
ている場合は、この待機期間は
必要ない場合があります。

AWS 管理者

生成されたポリシーを手動で確
認します。

CodeCommit リポジトリで、生
成された.json <ROLE_ARN>ファ
イルを確認して、許可権限と拒
否権限がロールに適しているこ
とを確認します。

AWS 管理者

関連リソース
AWS リソース

• IAM Access Analyzer エンドポイントとクォータ
• AWS CLI の設定
• AWS CDK の使用を開始する
• 最小特権アクセス許可

その他のリソース

• テラフォーム用CDK（テラフォームウェブサイト）

AWS CloudFormation テンプレートを使用して 
Amazon GuardDuty を条件付きで有効にする

ラム・カンダスワミー (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、 DevOpsオペレーション

AWS サービス:AWS、 
CloudFormation GuardDutyア
マゾン、AWS Lambda、AWS 
Identity and Access Management

概要
AWS CloudFormation テンプレートを使用して、Amazon Web Services (AWS) アカウントで Amazon を
有効にできます。 GuardDuty デフォルトでは、 GuardDuty CloudFormation を使用してオンにしようと
したときにすでに有効になっている場合、スタックのデプロイは失敗します。ただし、 CloudFormation 
テンプレート内の条件を使用して、 GuardDuty がすでに有効になっているかどうかを確認できます。 
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前提条件と制限

CloudFormation 静的値を比較する条件の使用をサポートします。同じテンプレート内の別のリソースプロ
パティの出力の使用はサポートしていません。詳細については、 CloudFormation ユーザーガイドの「条
件」を参照してください。

このパターンでは、AWS Lambda CloudFormation 関数に支えられたカスタムリソースを使用して、 
GuardDuty まだ有効になっていない場合は条件付きで有効にします。が有効な場合、 GuardDuty スタッ
クはステータスをキャプチャし、スタックの出力セクションに記録します。が有効になっていない場合 
GuardDuty 、スタックはそれを有効にします。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• CloudFormation スタックの作成、更新、削除の権限を持つ AWS Identity and Access Management 

(IAM) ロール

機能制限

• AWS アカウントまたはリージョンで手動で無効にされている場合 GuardDuty 、 GuardDuty このパター
ンはそのターゲットアカウントまたはリージョンでは有効になりません。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

このパターンは CloudFormation 、コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) に使用されます。Lambda 
CloudFormation 関数に支えられたカスタムリソースを使用して、動的なサービス有効化機能を実現しま
す。

ターゲットアーキテクチャ

次の高レベルのアーキテクチャ図は、 GuardDuty CloudFormation テンプレートをデプロイして有効にす
るプロセスを示しています。

1. CloudFormation CloudFormation テンプレートをデプロイしてスタックを作成します。
2. スタックは IAM ロールと Lambda 関数を作成します。
3. Lambda 関数は IAM ロールを割り当てます。
4. ターゲット AWS アカウントでまだ有効になっていない場合は GuardDuty 、Lambda 関数によって有効

になります。

自動化とスケール

AWS CloudFormation StackSet 機能を使用して、このソリューションを複数の AWS アカウントと AWS 
リージョンに拡張できます。詳細については、 CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation 
StackSets での作業」を参照してください。

Tools
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サー

ビスと対話するのに役立つオープンソースのツールです。
• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン

グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたって管理できます。
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叙事詩

• Amazon GuardDuty はログを分析および処理して、AWS 環境での予期しないアクティビティや不正の可
能性があるアクティビティを特定する継続的セキュリティモニタリングサービスです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御し、AWS 
リソースへのアクセスを安全にコントロールするのに役立ちます。

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコード行行に保持するコンピュー
ティングサービスです。コード行は必要なときにのみ実行され、自動的にスケーリングするため、課金
は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

叙事詩
CloudFormation テンプレートを作成してスタックをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
作成します。

1. CloudFormation 追加情報
セクションのテンプレー
ト内のコードをコピーしま
す (p. 2471)。

2. コードをテキストエディタに
貼り付けます。

3. sample.yamlファイルをワー
クステーションに名前を付け
て保存します。

AWS DevOps

CloudFormation スタックを作成
します。

1. AWS CLI で、以下のコマ
ンドを入力します。これ
により、 CloudFormation
sample.yamlファイルを使
用して新しいスタックが作成
されます。詳細については、 
CloudFormation ユーザーガイ
ドの「スタックの作成」を参
照してください。

aws cloudformation create-
stack \
--stack-name guardduty-cf-
stack \
--template-body file://
sample.yaml

2. スタックが正常に作成された
ことを示す次の値が AWS CLI 
に表示されていることを確認
します。スタックの作成に必
要な時間はさまざまです。

"StackStatus": 
 "CREATE_COMPLETE",

AWS DevOps

AWS GuardDuty アカウントで有
効になっていることを確認しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、https://
console.aws.amazon.com/

クラウド管理者、AWS 管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
guardduty/ GuardDuty  でコン
ソールを開きます。

2. GuardDuty サービスが有効
になっていることを確認しま
す。

追加のアカウントまたは AWS 
リージョンを設定します。

ユースケースに応じて、AWS 
CloudFormation StackSet 機能
を使用してこのソリューショ
ンを複数の AWS アカウント
と AWS リージョンに拡張して
ください。詳細については、 
CloudFormation ユーザーガイ
ドの「AWS CloudFormation 
StackSets での作業」を参照して
ください。

クラウド管理者、AWS 管理者

関連リソース
リファレンス:

• AWS CloudFormation ドキュメンテーション
• AWS Lambda リソースタイプリファレンス
• CloudFormation リソースタイプ: AWS::IAM::Role
• CloudFormation リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector
• AWS を使用してあらゆる AWS サービスプロパティを取得する 4 つの方法 CloudFormation (ブログ)

チュートリアルとビデオ

• AWS を使用してインフラストラクチャ管理を簡素化 CloudFormation (チュートリアル)
• Amazon GuardDuty と AWS Security Hub を使用して複数のアカウントを保護する (AWS re: Invent 

2020)
• AWS をオーサリングするためのベストプラクティス CloudFormation (AWS re: Invent 2019)
• AWS での脅威検知:アマゾンの紹介 GuardDuty (AWS re: Inforce 2019)

追加情報
CloudFormation テンプレート

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  rLambdaLogGroup: 
    Type: 'AWS::Logs::LogGroup' 
    DeletionPolicy: Delete 
    Properties: 
      RetentionInDays: 7 
      LogGroupName: /aws/lambda/resource-checker 
  rLambdaCheckerLambdaRole: 
    Type: 'AWS::IAM::Role' 
    Properties: 
      RoleName: !Sub 'resource-checker-lambda-role-${AWS::Region}' 
      AssumeRolePolicyDocument: 
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        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: lambda.amazonaws.com 
            Action: 'sts:AssumeRole' 
      Path: / 
      Policies: 
        - PolicyName: !Sub 'resource-checker-lambda-policy-${AWS::Region}' 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - Sid: CreateLogGroup 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - 'logs:CreateLogGroup' 
                  - 'logs:CreateLogStream' 
                  - 'logs:PutLogEvents' 
                  - 'iam:CreateServiceLinkedRole' 
                  - 'cloudformation:CreateStack' 
                  - 'cloudformation:DeleteStack' 
                  - 'cloudformation:Desc*' 
                  - 'guardduty:CreateDetector' 
                  - 'guardduty:ListDetectors' 
                  - 'guardduty:DeleteDetector' 
                Resource: '*' 
  resourceCheckerLambda: 
    Type: 'AWS::Lambda::Function' 
    Properties: 
      Description: Checks for resource type enabled and possibly name to exist 
      FunctionName: resource-checker 
      Handler: index.lambda_handler 
      Role: !GetAtt  
        - rLambdaCheckerLambdaRole 
        - Arn 
      Runtime: python3.8 
      MemorySize: 128 
      Timeout: 180 
      Code: 
        ZipFile: | 
          import boto3 
          import os 
          import json 
          from botocore.exceptions import ClientError 
          import cfnresponse 

          guardduty=boto3.client('guardduty') 
          cfn=boto3.client('cloudformation') 

          def lambda_handler(event, context): 
              print('Event: ', event) 
              if 'RequestType' in event:     
                if event['RequestType'] in ["Create","Update"]: 
                    enabled=False 
                    try:   
                      response=guardduty.list_detectors() 
                      if "DetectorIds" in response and len(response["DetectorIds"])>0: 
                        enabled="AlreadyEnabled" 
                      elif "DetectorIds" in response and len(response["DetectorIds"])==0: 
                        cfn_response=cfn.create_stack( 
                          StackName='guardduty-cfn-stack', 
                          TemplateBody='{ "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",    
 "Description": "A sample template",    "Resources": { "IRWorkshopGuardDutyDetector": { 
  "Type": "AWS::GuardDuty::Detector",    "Properties": {   "Enable": true  }   } } }' 
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                          ) 
                        enabled="True" 
                    except Exception as e: 
                        print("Exception: ",e) 
                    responseData = {} 
                    responseData['status'] = enabled 
                    cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, responseData, 
 "CustomResourcePhysicalID" ) 
                elif event['RequestType'] == "Delete": 
                    cfn_response=cfn.delete_stack( 
                            StackName='guardduty-cfn-stack') 
                    cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, {}) 
  CheckResourceExist: 
    Type: 'Custom::LambdaCustomResource' 
    Properties: 
      ServiceToken: !GetAtt  
        - resourceCheckerLambda 
        - Arn
Outputs: 
  status: 
    Value: !GetAtt  
      - CheckResourceExist 
      - status

Lambda リソースの代替コードオプション

CloudFormation 提供されているテンプレートでは、参照やガイダンスを簡単にするために、インライ
ンコードを使用して Lambda リソースを参照しています。または、Lambda コード行を Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットに格納し、 CloudFormation テンプレートで参照できます。インラ
インコードはパッケージの依存関係やライブラリをサポートしていません。Lambda コードを S3 バケッ
トに配置し、 CloudFormation テンプレートで参照することで、これらをサポートできます。

次のコード行に置き換えます。

Code: 
         ZipFile: |

以下のコード行に置き換えます。

Code: 
      S3Bucket: <bucket name> 
      S3Key: <python file name> 
      S3ObjectVersion: <version>

S3 バケットでバージョニングを使用していない場合は、S3ObjectVersionこのプロパティを省略できま
す。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「S3 バケットでのバージョニングの使用」を参照し
てください。

Amazon RDS for SQL Server で有効化
ランガ・チェルクリ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、データベース

ワークロード:マイクロソフト
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概要

AWS サービス:アマゾン RDS

概要
このパターンでは、SQL Server 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) で透過的データ
暗号化 (TDE) を実装して、保存中のデータを暗号化する方法について説明します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amazon RDS for SQL Server DB インスタンス

製品バージョン

Amazon RDS は現在、次の SQL Server のバージョンおよびエディションをサポートしています。

• SQL Server 2012 Enterprise Edition
• SQL Server 2014 Enterprise Edition
• SQL Server 2016 Enterprise Edition
• SQL Server 2017 Enterprise Edition
• SQL Server 2019: Standard および Enterprise Edition

サポートされているバージョンとエディションに関する最新情報については、Amazon RDS ドキュメント
の「SQL Server での透過的データ暗号化のSupport」を参照してください。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon RDS for SQL Server

アーキテクチャ

Tools
Tools

• Microsoft SQL Server Management Studio (ユーザー))] は、SQL Server インフラストラクチャを管理す
るための統合環境です。ユーザーインターフェイスと、SQL Server とやり取りする豊富なスクリプトエ
ディターを備えたツール群が用意されています。
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叙事詩

叙事詩
Amazon RDS コンソールでオプショングループを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS コンソールを開き
ます。

AWS マネジメントコンソールに
サインインして Amazon RDS コ
ンソールを開きます。

開発者、DBA

オプショングループを作成しま
す。

ナビゲーションペインで、[オプ
ショングループ]、[グループの作
成] を選択します。DB エンジン
として sqlserver-ee を選択し、
エンジンのバージョンを選択し
ます。

開発者、DBA

「透明データ暗号化」オプショ
ンを追加します。

作成したオプショング
ループを編集し、とい
うオプションを追加しま
すTRANSPARENT_DATA_ENCRYPTION。

開発者、DBA

オプショングループを DB インスタンスに関連付ける

タスク 説明 必要なスキル

DB インスタンスを選択します。 Amazon RDS コンソールの
ナビゲーションペインで、
[Databases (ユーザー)] を選択し
て、オプショングループに関連
付けるの DB インスタンスを選択
します。

開発者、DBA

DB インスタンスをオプショング
ループに関連付けます。

[変更] を選択し、オプション
グループ設定を使用して SQL 
Server DB インスタンスを以前に
作成したオプショングループに
関連付けます。

開発者、DBA

変更を適用します。 変更は、必要に応じてすぐに
適用するか、次のメンテナンス
ウィンドウ中に適用します。

開発者、DBA

証明書名を取得します。 次のクエリを使用してデフォル
トの証明書名を取得します。

USE [master]
GO
SELECT name FROM 
 sys.certificates WHERE name 
 LIKE 'RDSTDECertificate%'
GO

開発者、DBA
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データベース暗号化キーの作成

タスク 説明 必要なスキル

Amazon RDS for SQL インスタ
ンスに SSMS for SQL Server DB 
インスタンスConnect。

手順については、Microsoft ド
キュメントの「SSMS の使用」
を参照してください。

開発者、DBA

デフォルトの証明書を使用して
データベース暗号化キーを作成
します。

以前に取得したデフォルトの証
明書名を使用して、データベー
ス暗号化キーを作成します。次
の T-SQL クエリを使用して、
データベース暗号化キーを作成
します。AES_128 の代わりに 
AES_256 アルゴリズムを指定で
きます。

USE [Databasename]
GO
CREATE DATABASE ENCRYPTION 
 KEY
WITH ALGORITHM = AES_128
ENCRYPTION BY 
 SERVER CERTIFICATE 
 [certificatename]
GO

開発者、DBA

データベースで暗号化を有効に
します。

T-SQL クエリを使用して、デー
タベース暗号化を有効にしま
す。

ALTER DATABASE [Database 
 Name]
SET ENCRYPTION ON
GO

開発者、DBA

暗号化の状態を確認します。 T-SQL クエリを使用して、暗号
化の状態を確認します。

SELECT DB_NAME(database_id) 
 AS DatabaseName, 
 encryption_state, 
 percent_complete FROM 
 sys.dm_database_encryption_keys

開発者、DBA

関連リソース
• SQL Server での透過的なデータ暗号化Support (Amazon RDS ドキュメント))
• オプショングループでの作業 (Amazon RDS ドキュメント)
• Amazon RDS DB インスタンスの変更 (Amazon RDS ドキュメント)
• SQL Server の透過的なデータ暗号化 (マイクロソフト社のドキュメント)
• SSMS の使用 (マイクロソフト社のマニュアル)
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AWS CloudFormation スタックが承認された S3 

バケットから起動されていることを確認する

AWS CloudFormation スタックが承認された S3 バ
ケットから起動されていることを確認する

作成者:チャンディーニ・ペンメッツァ (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon SNS; 
AWS CloudFormation; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
Amazon S3

概要
AWS CloudFormation テンプレートを使用すると、Amazon Web Services (AWS) のリソース管理に割く時
間を減らし、AWS で実行するアプリケーションにより注力できるようになります。このパターンは AWS 
CloudFormation スタックが特定の Amazon Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple SSimple 
Storage Service (Amazon S3) バケットに保存されているテンプレートからのみ作成されていることを確認
する方法を提供します。このチェックは、許可リストにある S3 バケットに保存されているテンプレート
の使用を義務付けるセキュリティまたはコンプライアンス要件がある場合に役立ちます。

このセキュリティコントロールは、AWS CloudFormation CreateStackと UpdateStackAPI の呼び出しを監
視し、呼び出しに使用されたテンプレートが承認された S3 バケットからのものであるかどうかをチェッ
クする AWS Lambda 関数を呼び出します。テンプレートが許可されていないバケットからのものである
場合、Lambda 関数は、関連情報を含む Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の E メール通
知をユーザーにトリガーします。

前提条件と制限
前提条件

• 違反通知を受け取りたい有効なメールアドレス
• 提供された Lambda コードをアップロードする SSSSS3 バケット
• 承認された S3 バケット名のリスト

機能制限

• UpdateStackS3 バケットの URL は Amazon EventBridge イベントでは利用できないため、無許可
の S3 バケット内の既存のテンプレートを使用する API 呼び出しでは、追加の違反は発生しませ
ん。CreateStack元の違反通知を受け取ったら、権限のないS3バケットから既存のテンプレートを削除
することをお勧めします。

• このセキュリティコントロールでは、以下の AWS CloudFormation イベント
はテンプレートが最初にデプロイされた後に更新を処理するため、監視しませ
ん。CreateChangeSet、CreateStackSet、UpdateStackSet。

• このセキュリティコントロールは、監視するすべての AWS リージョンにデプロイする必要がありま
す。
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アーキテクチャ

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Lambda
• Amazon SNS
• EventBridge アマゾンルール

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

AWS Organizations を使用している場合は、AWS CloudFormation StackSets を使用して、監視したい複
数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
• AWS Cloudformation — モデルを使用して AWS infrastructure-as-code リソースをモデル化およびセッ

トアップするのに役立ちます。
• Amazon EventBridge — お客様独自のアプリケーション、 software-as-a-service (SaaS) アプリケーショ

ン、AWS のサービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデータを AWS Lambda など
のターゲットにルーティングします。

• AWS Lambda — サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できます。
• Amazon SNS — パブリッシャーからサブスクライバーにメッセージを配信します。サブスクライバー

は、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同
じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

• Simple Storage Service (Amazon S3 容量に関係なくデータを保存、取得できます) を使用すると、いつ
でもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。

エピック
セキュリティコントロールを導入

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 にLambda コードを
アップロードします。

「添付ファイル」セクションに
記載されている Lambda コード
を含む.zip ファイルを、新規ま
たは既存の S3 バケットにアッ
プロードします。このバケット
は、評価するリソースと同じ 
AWS リージョンにある必要があ
ります。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

S3 バケットと同じリージョンで 
AWS CloudFormation コンソール
を開き、「添付ファイル」セク
ションに記載されているテンプ
レートをデプロイします。パラ
メーターの値を指定します。こ

クラウドアーキテクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
れらは「追加情報」セクション
で説明されています。

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon SNS トピックへのサブ
スクリプションを確認します。

AWS CloudFormation テンプレー
トが正常にデプロイされると、
指定したメールアドレスにサブ
スクリプション E メールが送信
されます。通知の受信を開始す
るには、このE メールサブスクリ
プションを確認する必要があり
ます。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS CloudFormation テンプレートのデプロイ
• アマゾン EventBridge
• AWS Lambda
• Simple Storage Service (Amazon S3)

追加情報
このパターンで提供される AWS CloudFormation テンプレートをデプロイすると、次の情報の入力を求め
られます。

• SS3 バケット: 添付された Lambda コード (.zip ファイル) をアップロードしたバケットを指定します。
新しいバケットを作成することも、既存のバケットを指定することもできます。

• S3 キー: S3 バケット内の Lambda .zip ファイルの場所を指定します (例:ファイル名.zip または controls/
ファイル名.zip)。ただし、先頭にはスラッシュマークを使用しないでください。

• 通知電子メール: 違反通知の送信先となる有効なメールアドレスを入力してください。
• Lambda ロギングレベル: Lambda 関数のログレベルを指定します。Info を使用して、進行状況に関する

詳細な情報メッセージ、展開を続行できるエラーイベントの場合はエラー、有害な状況が発生した場合
は警告を記録します。 

• 承認済みバケット: 承認された S3 バケットのリストをカンマ区切りのリストを指定します。

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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AWS ロードバランサーが安全なリスナー
プロトコルを使用していることを確認する

AWS ロードバランサーが安全なリスナープロトコ
ル (HTTPS、SSL/TLS) を使用していることを確認
する

チャンディーニ・ペンメッツァ (AWS) とプルショタム G K (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、コ
ンプライアンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:Amazon 
SNS、AWS、Amazon 
CloudWatch、AWS 
CloudFormation Lambda、Elastic 
Load Balancing (ELB)

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、Elastic Load Balancing が受信アプリケーショントラ
フィックを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、IP アドレス、AWS 
Lambda 関数などの複数のターゲットに自動的に分散します。ロードバランサーはリスナーを使用して、
ロードバランサーがユーザーからのトラフィックを受け入れるために使用するポートとプロトコルを
定義します。アプリケーションロードバランサーは、アプリケーションレイヤーでルーティングを決定
し、HTTP/HTTPS プロトコルを使用します。ネットワークロードバランサーは、トランスポート層でルー
ティングを決定し、伝送制御プロトコル (TCP)、トランスポート層セキュリティ (TLS)、ユーザーデー
タグラムプロトコル (UDP)、または TCP_UDP プロトコルを使用します。クラシックロードバランサー
は、TCP または Secure Sockets Layer (SSL) プロトコルを使用してトランスポート層でルーティングを決
定するか、HTTP/HTTPS を使用してアプリケーション層でルーティングを決定します。

組織によっては、ロードバランサーが HTTPS や SSL/TLS などの安全なプロトコルでのみユーザーからの
トラフィックを受け入れるというセキュリティまたはコンプライアンス要件がある場合があります。

このパターンでは、Amazon EventBridge CreateListenerModifyListener ルールを使
用してアプリケーションロードバランサーとネットワークロードバランサーの API 呼び出
し、CreateLoadBalancerおよびクラシックロードバランサーの API 呼び出しを監視するセキュリティ
コントロールが提供されます。CreateLoadBalancerListenersロードバランサーのリスナープロトコ
ルに HTTP、TCP/UDP、または TCP_UDP が使用されている場合、コントロールは Lambda 関数を呼び出
します。Lambda 関数は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを発
行し、ロードバランサーの詳細を含む通知を送信します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 違反通知を受け取りたいメールアドレス
• Lambda コードの.zip ファイルを保存する Simple Storage Service (Amazon S3) バケット

機能制限
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アーキテクチャ

• このセキュリティコントロールでは、ロードバランサーのリスナーが更新されない限り、既存のロード
バランサーはチェックされません。

• このセキュリティコントロールは地域ごとに適用されるため、監視する予定の AWS リージョンにデプ
ロイする必要があります。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Lambda 関数
• Amazon SNS トピック
• EventBridge 規則

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS StackSets Cloudformationを使用して、監視させたい
複数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして使用して 

AWS リソースのモデル化とセットアップを支援するサービスです。
• Amazon EventBridge — Amazon EventBridge は、お客様独自のアプリケーション、SaaS (Softwareas-a 

Service) アプリケーション、AWS のサービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデー
タを Lambda 関数などのターゲットにルーティングします。

• AWS Lambda — Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できま
す。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できる、拡張性の
高いオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS — Amazon SSimple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアド
レスを含む、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および送信します。サブ
スクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信しま
す。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

ベストプラクティス
使用している SNS トピックがパブリックアクセス可能でないことを確認してください。詳細について
は、AWS ドキュメントを参照してください。

2481

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/what-is-amazon-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-security-best-practices.html#ensure-topics-not-publicly-accessible


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
Lambda コードをアップロードする

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソールで、先頭
にスラッシュを含まない一意の
名前の S3 バケットを選択または
作成します。S3 バケット名はグ
ローバルに一意であり、名前空
間はすべての AWS アカウントに
よって共有されています。S3 バ
ケットは、評価対象のロードバ
ランサーと同じリージョンに存
在している必要があります。

クラウドアーキテクト

Lambda コードを S3 バケットに
アップロードします。

「添付ファイル」セクションで
提供されている Lambda コード
の.zip ファイルを、定義済みの 
S3 バケットにアップロードしま
す。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

S3 バケットと同じ AWS リー
ジョンの AWS CloudFormation 
コンソールで、「添付ファイ
ル」セクションで提供されて
いるテンプレートをデプロイし
ます。次のエピックでは、パラ
メータの値を指定します。

クラウドアーキテクト

CloudFormation パラメータ

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットに名前を付けます。 最初のエピックで作成した S3 バ
ケットの名前を入力します。

クラウドアーキテクト

Amazon S3 プレフィックスを入
力します。

S3 バケット内の Lambda コー
ドの.zip ファイルの場所を、先
頭のスラッシュなしで指定しま
す (例:<directory>/<file-
name>.zip)。

クラウドアーキテクト

SNS トピックの ARN を入力し
ます。

違反通知に既存の SNS トピッ
クを使用する場合は、SNS ト
ピックの Amazon リソースネー
ム (ARN) を指定します。新しい 
SNS トピックを作成するには、
値をNone (デフォルト値) のまま
にします。

クラウドアーキテクト

メールアドレスを入力します。 Amazon SNS 通知を受け取るた
めのアクティブな E メールアド
レスを指定します。

クラウドアーキテクト
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ログ記録のレベルを定義しま
す。

Lambda 関数のログレベルと頻
度を定義します。 Infoアプリ
ケーションの進行状況に関する
詳細な情報メッセージを指定し
ます。 Errorアプリケーション
の実行を継続できるエラーイベ
ントを指定します。 Warning潜
在的に有害な状況を示します。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

テンプレートをダウンロードし
ます。

CloudFormation 添付ファイルセ
クションにあるテンプレートを
ダウンロードします。

クラウドアーキテクト

スタックを作成します。 S3 バケットと同じリージョン
で、 CloudFormation サービスコ
ンソールに移動し、ダウンロー
ドしたテンプレートをデプロイ
します。パラメーターの詳細に
ついては、前述のエピックを参
照してください。

クラウドアーキテクト

リソースを検証します。 スタックが完全に作成された
ら、「リソース」タブに移動
して、リソースを確認します。
テンプレートによって以下のリ
ソースが作成されます。

• EventBridge 規則
• Lambda 関数
• Lambda 実行ロール
• Lambda 呼び出し権限

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

テンプレートが正常にデプロイ
され、新しい SNS トピックが作
成されると、パラメーターで指
定されたメールアドレスに購読
メールメッセージが送信されま
す。違反通知を受け取るには、
このメール購読を確認する必要
があります。

クラウドアーキテクト
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トラブルシューティング

トラブルシューティング

問題 解決策

スタックの作成に失敗しました。中にエラー
が発生しました GetObject。S3 エラーコード: 
PermanentRedirect S3 Error Message: バケット
はリージョン xx-xxxx-1 にあります。Please use 
this region the request the request the request the 
request the request the request the request the 
request

S3 バケットリージョンとスタックがデプロイされ
るリージョンが同じであることを確認してくださ
い。

スタックの作成に失敗しました。python3.6 のラン
タイムパラメータは、AWS Lambda 関数の作成ま
たは更新ではサポートされなくなりました。

186行目でダウンロードしたテンプレートをPython
バージョン3.6から3.9に更新します。

関連リソース
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成
• AWS Lambda
• Classic Load Balancer とは？
• Application Load Balancer とは?
• Network Load Balancer とは?
• AWS Lambda 関数を使用するためのベストプラクティス
• AWS CloudFormation ベストプラクティス

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

保存時の Amazon EMR データの暗号化が起動時に
有効になっていることを確認する

プリヤンカ・チョードリー (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、分析

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: Amazon EMR; 
Amazon SNS; AWS KMS; AWS 
CloudFormation; AWS Lambda; 
Amazon S3
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概要

概要
このパターンは、Amazon Web Services (AWS) 上の Amazon EMR クラスターの暗号化を監視するための
セキュリティ制御を提供します。

データの暗号化は、承認されていないユーザーがクラスターおよび関連するデータストレージシステムの
データを読み取れないようにするのに役立ちます。これには、転送中のデータと呼ばれる、ネットワーク
を移動する際に傍受される可能性のあるデータや、保存データと呼ばれる永続メディアに保存されるデー
タが含まれます。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されたデータは、2 つの方法で暗号
化できます。

• Amazon S3 が管理するキーを使用したサーバー側の暗号化 (SSE-S3)
• Amazon EMR に適したポリシーを使用してセットアップされた、AWS Key Management Service (AWS 

KMS) キー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化。

このセキュリティコントロールは API 呼び出しを監視し、で Amazon CloudWatch Events イベントを開始
しますRunJobFlow。トリガーは、Python スクリプトを実行する AWS Lambda を呼び出します。この関
数は、イベント JSON 入力から EMR クラスター ID を取得し、次のチェックを実行してセキュリティ違反
があるかどうかを判断します。

1. EMR クラスターが Amazon EMR 固有のセキュリティ設定に関連付けられているかどうかを確認しま
す。

2. Amazon EMR 固有のセキュリティ設定が EMR クラスターに関連付けられている場合は、保存時の暗号
化が有効になっているかどうかを確認してください。

3. 保存時の暗号化がオンになっていない場合は、EMR クラスター名、違反の詳細、AWS リージョ
ン、AWS アカウント、およびこの通知の元となる Lambda Amazon リソースネーム (ARN) を含む 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を送信します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Lambda コードの.zip ファイル用の S3 バケット
• 違反通知を受け取りたいメールアドレス
• すべての API ログを取得できるように Amazon EMR のロギングがオフになっています

機能制限

• このディテクティブコントロールは地域ごとのもので、監視対象の AWS リージョンにデプロイする必
要があります。

製品バージョン

• Amazon EMR リリース 4.8.0 以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック
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Tools

• Amazon EMR
• Amazon CloudWatch Events イベント
• Lambda 関数
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS StackSets Cloudformationを使用して、監視したい複
数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
Tools

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして使用して 
AWS リソースをモデル化およびセットアップするサービスです。

• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を記述したシス
テムイベントのストリームをほぼリアルタイムに配信します。

• Amazon EMR — Amazon EMR は、ビッグデータフレームワークの実行を簡素化する、ビッグデータフ
レームワーク (ビッグデータフレームワーク) の実行を簡素化する、ビッグクラスタープラットフォーム
です。

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードの実行を
サポートします。

• Amazon S3 — Amazon S3 は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレ
イクなど、さまざまなストレージソリューションに使用できる、拡張性の高いオブジェクトストレージ
サービスです。

• Amazon SNS — Amazon SNS では、ウェブサーバーや E メールアドレスなど、パブリッシャーとクラ
イアント間のメッセージの配信や送信の調整と管理を行います。サブスクライバーは、サブスクライブ
しているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブス
クライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

• このプロジェクトの EMREncryptionAtRest .zip ファイルと EMREncryptionAtRest .yml ファイルは添付
ファイルとして入手できます。

エピック
S3 バケットの定義

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソールで、先頭
にスラッシュが含まれていない
一意な名前の S3 バケットを選択

クラウドアーキテクト
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
または作成します。S3 バケット
名はグローバルに一意であり、
名前空間はすべての AWS アカ
ウントによって共有されていま
す。S3 バケットは、評価対象の 
Amazon EMR クラスターと同じ
リージョンにある必要がありま
す。

S3 バケットに Lambda コードをアップロードします

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットに Lambda コードを
アップロードします。

「添付ファイル」セクションに
ある Lambda コードの.zip ファ
イルを、定義した S3 バケットに
アップロードします。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

S3 バケットと同じリージョンの 
AWS CloudFormation コンソー
ルで、このパターンの添付ファ
イルとして提供されている AWS 
CloudFormation テンプレートを
デプロイします。次のエピック
では、パラメーターの値を指定
します。AWS CloudFormation テ
ンプレートのデプロイの詳細に
ついては、「関連リソース」セ
クションを参照してください。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します。

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットに名前を付けます。 最初のエピックで作成した S3 バ
ケットの名前を入力します。

クラウドアーキテクト

Amazon S3 キーを指定します。 S3 バケット内の Lambda コー
ド.zip ファイルの場所を、先頭
にスラッシュ (<directory><file-
name>/.zip など) を付けずに指定
します。

クラウドアーキテクト

E メールアドレスを入力します。 Amazon SNS 通知を受信するた
めの有効なメールアドレスを入
力してください。

クラウドアーキテクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

ログ記録のレベルを定義しま
す。

Lambda 関数のロギングレベル
と頻度を定義します。「情報」
は、アプリケーションの進行状
況に関する詳細な情報メッセー
ジを指定します。「エラー」
は、アプリケーションの実行を
継続させる可能性のあるエラー
イベントを示します。「警告」
は、潜在的に有害な状況を示し
ます。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

テンプレートが正常にデプロイ
されると、指定されたメールア
ドレスに購読メールメッセージ
が送信されます。違反通知を受
け取るには、このメール購読を
確認する必要があります。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成
• AWS Lambda
• Amazon EMR 暗号化オプション

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

IAM プロファイルがEC2 インスタンスと関連付け
られていることを確認します。

マンシ・スラトワラ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:インフラストラク
チャ、セキュリティ、アイデン
ティティ、コンプライアンス

AWS サービス:Amazon 
EC2、AWS Identity and Access 
Management、 CloudWatchアマ
ゾン、AWS Lambda、Amazon 
SNS
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概要

概要
このパターンは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに AWS CloudFormation 
Identity and Access Management (Amazon EC2) インスタンスに AWS Identity and Access Management 
(Amazon EC2) インスタンスに AWS Identity and Access Management (Amazon EC2) インスタンスに 
AWS Identity and Access Management (Amazon EC2) 

インスタンスプロファイルは、インスタンスの起動時に EC2 インスタンスに EC2 インスタンスにロール
情報を渡すために使用されます。

Amazon CloudWatch イベントは、、、ReplaceIamInstanceProfileAssociationお
よびのアクションに基づいて Amazon EC2 API CloudTrail 呼び出しをログに記録したとき
にRunInstancesAssociateIamInstanceProfile、このチェックを開始します。トリガー
は、Amazon CloudWatch Events イベントを使用して IAM プロファイルをチェックする AWS Lambda 関
数を呼び出します。

IAM プロファイルが存在しない場合、Lambda 関数は、Amazon Web Services (AWS) アカウント ID と 
AWS リージョンを含む Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) E メール通知を開始します。 

IAM プロファイルが存在する場合、Lambda 関数はポリシードキュメント内のワイルドカードエントリを
チェックします。ワイルドカードエントリが存在する場合、Amazon SNS 違反通知が開始され、セキュリ
ティ強化の実装に役立ちます。通知には、IAM プロファイルの名前、イベント、EC2 インスタンス ID、管
理ポリシーの名前、違反、アカウント ID、およびリージョンが含まれます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなアカウント
• Lambda コード.zip ファイル用Simple Storage Service (Amazon S3) バケット

機能制限

• AWS CloudFormation テンプレート
はRunInstances、AssociateIamInstanceProfile、ReplaceIamInstanceProfileAssociationお
よびアクションにのみデプロイする必要があります。

• セキュリティコントロールは IAM プロファイルのデタッチメントを監視しません。
• セキュリティコントロールは、EC2 インスタンスの IAM プロファイルにアタッチされている IAM ポリ

シーの変更を確認しません。
• セキュリティ制御では、の使用を必要とするサポート対象外のリソースレベルの権限は考慮されませ

ん"Resource":*。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon EC2
• AWS CloudTrail
• アマゾン CloudWatch
• AWS Lambda
• Amazon S3
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Tools

• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

AWS CloudFormation テンプレートは、さまざまな AWS リージョンとアカウントで複数回使用できま
す。テンプレートを起動する必要があるのは、アカウントまたはリージョンごとに 1 回だけです。

Tools
Tools

• Amazon EC2 — Amazon EC2 は、AWS クラウド内でスケーラブルなコンピューティングキャパシ
ティーを提供します。 

• AWS CloudTrail — AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用
とリスクの監査を行えるように支援するお手伝いをします。ユーザー、ロール、または AWS のサービ
スによって実行されたアクションは、にイベントとして記録されます CloudTrail。 

• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を記述したシス
テムイベントのストリームをほぼリアルタイムに配信します。 

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行でき
るコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリク
エストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。 

• Amazon S3 — Amazon S3 は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイ
クなど、さまざまなストレージソリューションに使用できる、拡張性の高いオブジェクトストレージを
提供します。

• Amazon SNS — Amazon SNS は、アプリケーションとデバイスでクラウドから通知を送受信できるよ
うにします。 

Code

• プロジェクトの.zip ファイルを添付できます。

叙事詩
S3 バケットの定義

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Lambda コードの.zip ファイルを
ホストするには、先頭にスラッ
シュを含まない一意の名前の S3 
バケットを選択または作成しま
す。S3 バケット名はグローバル
に一意であり、名前空間はすべ
ての AWS アカウントによって
共有されています。S3 バケット
は、評価する EC2 インスタンス
と同じリージョンに存在する必
要があります。

クラウドアーキテクト
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叙事詩

Lambda コードを S3 バケットにアップロード

タスク 説明 必要なスキル

Lambda コードを S3 バケットに
アップロードします。

添付ファイルセクションで提供
されている Lambda コードを 
S3 バケットにアップロードし
ます。S3 バケットは、評価す
る EC2 インスタンスと同じリー
ジョンに存在する必要がありま
す。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

このパターンの添付ファイル
として提供されている AWS 
CloudFormation テンプレートを
デプロイします。次のエピック
では、パラメータの値を指定し
ます。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットに名前を付けます。 最初のエピックで作成した S3 バ
ケットの名前を入力します。

クラウドアーキテクト

S3 キーを入力します。 S3 バケット内の Lambda コー
ドの.zip ファイルの場所を、先
頭のスラッシュなしで指定しま
す (例:<directory>/<file-
name>.zip)。

クラウドアーキテクト

E メールアドレスを入力します。 Amazon SNS 通知を受け取るた
めのアクティブな E メールアド
レスを入力してください。

クラウドアーキテクト

ロギングレベルを定義します。 Lambda 関数のログレベルと頻
度を定義します。 Infoアプリ
ケーションの進行状況に関する
詳細な情報メッセージを指定し
ます。 Errorアプリケーション
の実行を続行できるエラーイベ
ントを指定します。 Warning潜
在的に有害な状況を示します。

クラウドアーキテクト
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関連リソース

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

テンプレートが正常にデプロイ
されると、指定されたメールア
ドレスにサブスクリプションの
電子メールメッセージが送信さ
れます。違反通知を受け取るに
は、このメール購読を確認する
必要があります。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• S3 バケットの作成
• S3 バケットにファイルをアップロード 
• インスタンスプロファイルの使用
• AWS を使用して AWS API CloudWatch コールでトリガーするイベントルールの作成 CloudTrail

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Amazon Redshift クラスターの作成時に暗号化され
ていることを確認する

マンシ・スラトワラ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:分析、データレ
イク、セキュリティ、アイデン
ティティ、コンプライアンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:Amazon 
Redshift、Amazon SNS、AWS 
CloudTrail、 CloudWatchアマゾ
ン、AWS Lambda、Amazon S3

概要
このパターンは、新しい Amazon Redshift クラスターが暗号化なしで作成されたときに自動的に通知する 
AWS CloudFormation テンプレートを提供します。

AWS CloudFormation テンプレートは、Amazon CloudWatch Events イベントと AWS Lambda 関数を
作成します。このイベントは、Amazon Redshift クラスターが作成されているか、AWS CloudTrail 経由
でスナップショットから復元されているかを監視します。クラスターが AWS アカウントで AWS Key 
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前提条件と制限

Management Service (AWS KMS) またはクラウドハードウェアセキュリティモデル (HSM) の暗号化を
行わずに作成された場合は、 CloudWatch 違反を通知する Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) 通知を送信する Lambda 関数が開始されます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• クラスターサブネットグループと関連するセキュリティグループを含む仮想プライベートクラウド 

(VPC)。

機能制限

• AWS CloudFormation テンプレートは、CreateClusterRestoreFromClusterSnapshotおよびアク
ションにのみデプロイできます。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Redshift
• AWS CloudTrail
• アマゾン CloudWatch
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

AWS CloudFormation テンプレートは、さまざまな AWS リージョンとアカウントで複数回使用できま
す。各リージョンまたはアカウントで 1 回だけ実行する必要があります。

Tools
Tools

• Amazon Redshift — Amazon Redshift は、クラウド内での完全マネージド型、ペタバイトスケールの
データウェアハウスサービスです。Amazon Redshift はお客様のビジネスと顧客のために新しい洞察を
得る目的でデータレイクと統合されています。

• AWS CloudTrail — AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運
用とリスクの監査を行えるように支援する AWS のサービスです。ユーザー、ロール、または AWS の
サービスによって実行されたアクションは、 CloudTrail にイベントとして記録されます。 

• Amazon CloudWatch CloudWatch Events — Amazon Events は、AWS リソースの変更を示すシステム
イベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。 

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行で
きます。AWS Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数
千のリクエストまで自動的にスケーリングします。 
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叙事詩

• Amazon S3 — Amazon S3 はスケーラブルなオブジェクトストレージサービスで、ウェブサイト、モバ
イルアプリケーション、バックアップ、データレイクなど、さまざまなストレージソリューションに使
用できます。

• Amazon SNS — Amazon SNS は、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの配信または送信
を、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 

Code

• プロジェクトの.zip ファイルを添付できます。

叙事詩
S3 バケットの定義

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソールで、S3 
バケットを選択または作成しま
す。この S3 バケットは Lambda 
コードの.zip ファイルをホストし
ます。S3 バケットは、評価する 
Amazon Redshift クラスターと同
じリージョンに存在する必要が
あります。S3 バケットの名前の
先頭にスラッシュを含めること
はできません。

クラウドアーキテクト

Lambda コードを、S3 バケットにアップロード

タスク 説明 必要なスキル

Lambda コードを、S3 バケット
にアップロードします。

添付ファイルセクションで提供
されている Lambda コードを 
S3 バケットにアップロードしま
す。S3 バケットは、評価する 
Amazon Redshift クラスターと同
じリージョンに存在する必要が
あります。

クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

このパターンの添付ファイル
として提供されている AWS 
CloudFormation テンプレートを
デプロイします。次のエピック
では、パラメータの値を指定し
ます。

クラウドアーキテクト
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関連リソース

AWS CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットに名前を付けます。 最初のエピックで作成した S3 バ
ケットの名前を入力します。

クラウドアーキテクト

S3 キーを入力します。 S3 バケット内の Lambda コー
ドの.zip ファイルの場所を、先
頭のスラッシュなしで指定しま
す (例:<directory>/<file-
name>.zip)。

クラウドアーキテクト

E メールアドレスを入力します。 Amazon SNS 通知を受け取るた
めのアクティブな E メールアド
レスを入力してください。

クラウドアーキテクト

ログ記録のレベルを定義しま
す。

Lambda 関数のログレベルと頻
度を定義します。 Infoアプリ
ケーションの進行状況に関する
詳細な情報メッセージを指定し
ます。 Errorアプリケーション
の実行を続行できるエラーイベ
ントを指定します。 Warning潜
在的に有害な状況を示します。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

テンプレートが正常にデプロイ
されると、指定されたメール
アドレスにサブスクリプショ
ンメールが送信されます。違反
通知を受け取るには、このメー
ル購読を確認する必要がありま
す。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• S3 バケットの作成
• S3 バケットにファイルをアップロード 
• AWS を使用して AWS API CloudWatch コールでトリガーするイベントルールの作成 CloudTrail
• Amazon Redshift クラスターの作成

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/upload-objects.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
IAM ID センター ID とその割り当
てのレポートをエクスポートする

を使用して AWS IAM ID センター ID とその割り当
てのレポートをエクスポートします。 PowerShell

ホルヘ・パバ、チャド・マイルズ（AWS）、フランク・アロッタ（AWS）、マニディープ・レディ・ギレ
ラ（AWS）によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、管理とガバナンス

ワークロード:マイクロソフト

AWS サービス:IAM アイデンティ
ティセンター、AWS ツール用 
PowerShell

概要
AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継モデル) を使用して、すべてのAmazon Web 
Services (AWS) アカウントとクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元
管理する場合、AWS マネジメントコンソールによるこれらの割り当ての報告と監査は面倒で時間がかかり
ます。これは、数十または数百の AWS アカウントにわたるユーザーまたはグループの権限について報告
する場合に特に当てはまります。

多くの人にとって、この情報を表示する理想的なツールは、Microsoft Excel などのスプレッドシートア
プリケーションでしょう。これにより、AWS Organizations が管理する組織全体のデータをフィルタリン
グ、検索、視覚化できます。

このパターンでは、AWS Tools を使用して IAM Identity Center の SSO ID 設定のレポートを生成する方
法について説明します。 PowerShell レポートは CSV ファイルの形式で、ID 名 (プリンシパル)、ID タイ
プ (ユーザーまたはグループ)、ID がアクセスできるアカウント、および権限セットが含まれます。この
レポートを生成したら、お好みのアプリケーションで開いて、必要に応じてデータを検索、フィルタリ
ング、監査できます。以下の画像は、スプレッドシートアプリケーションのサンプルデータを示していま
す。

重要:このレポートには機密情報が含まれているため、安全に保管し、 need-to-know 定期的に共有する
ことを強くお勧めします。

前提条件と制限
前提条件

• IAM アイデンティティセンターと AWS Organizations (設定および有効化)。
• PowerShell、インストールおよび設定済み。詳細については、インストール PowerShell (Microsoft ド

キュメント) を参照してください。
• AWS ツール用 PowerShell、インストール、設定済み。パフォーマンス上の理由から、というモ

ジュール化バージョンの AWS Tools for PowerShell をインストールすることを強くお勧めしま
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https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell?view=powershell-7.2


AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

すAWS.Tools。各 AWS サービスは、それぞれ独自の小さなモジュールによってサポートされていま
す。 PowerShell シェルで、次のコマンドを入力して、IdentityStoreこのパターンに必要なモジュー
ルをインストールします。AWS.Tools.InstallerOrganizationsSSOAdmin、、

Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule -Name Organizations, SSOAdmin, IdentityStore

詳細については、「Windows に AWS.Tools をインストールする」または「Linux または macOS に 
AWS.Tools をインストールする ( PowerShell ドキュメントについては AWS ツール)」を参照してくだ
さい。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK は、次のいずれかを使用して、事前に有効
な認証情報で設定しておく必要があります。
• AWS CLIaws configure を使用する詳細については、「クイック設定 (AWS CLI ドキュメント)」を

参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用して、一時アクセス許可を取得する AWS 

CLI または AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を設定します。詳細については、「CLI アクセス
用の IAM ロール認証情報の取得」(IAM Identity Center ドキュメント) を参照してください。

• 以下の条件を満たす IAM プリンシパルの認証情報を保存した AWS CLI の名前付きプロファイル
• AWS Organization 管理アカウントまたは IAM Identity Center 用の委任管理者アカウントにアクセスで

きる
• AWSSSOReadOnlyとAWSSSODirectoryReadOnly AWS の管理ポリシーが適用されていますか

詳細については、「AWS CLI の名前付きプロファイル (AWS CLI ドキュメント)」および「AWS 管理ポ
リシー (IAM ドキュメント)」を参照してください。

機能制限

• 対象の AWS アカウントは、AWS Organizations 内の組織として管理されている必要があります。

製品バージョン

• すべてのオペレーティングシステムで、PowerShell バージョン 7.0 以降を使用することをお勧めしま
す。

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

1. PowerShell ユーザーはコマンドラインでスクリプトを実行します。
2. このスクリプトは、AWS CLI の名前付きプロファイルを前提としています。これにより、IAM Identity 

Center にアクセスすることが許可されています。
3. このスクリプトは IAM ID センターから SSO ID 設定を取得します。
4. スクリプトは、スクリプトが保存されているローカルワークステーションの同じディレクトリに CSV 

ファイルを生成します。

Tools
AWS サービス
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https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/pstools-getting-set-up-windows.html#ps-installing-awstools
https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/pstools-getting-set-up-linux-mac.html#install-aws.tools-on-linux-macos
https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/pstools-getting-set-up-linux-mac.html#install-aws.tools-on-linux-macos
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-quickstart.html#cli-configure-quickstart-config
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/howtogetcredentials.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/howtogetcredentials.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#aws-managed-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#aws-managed-policies
https://github.com/powershell/powershell
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叙事詩

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

• AWS IAM Identity Center は、AWS アカウントとクラウドアプリケーションへのシングルサインオン 
(SSO) アクセスを一元管理するのに役立ちます。

• AWS Tools for PowerShell は、 PowerShell コマンドラインから AWS PowerShell リソースの操作をス
クリプト化するのに役立つモジュールセットです。

その他のツール

• PowerShellは、Windows、Linux、および macOS で動作するマイクロソフトの自動化および構成管理プ
ログラムです。

叙事詩
レポートの生成

タスク 説明 必要なスキル

スクリプトを準備する。 1. このパターンの「追加情
報 (p. 2499)」 PowerShell セ
クションにあるスクリプトを
コピーします。

2. Paramセクションで、お使い
の AWS 環境に合わせて、以
下の変数の値を定義します。
• OutputFile— レポートの

ファイル名。
• ProfileName— レポート

の生成に使用する AWS CLI 
の名前付きプロファイル。

• Region— IAM Identity 
Center がデプロイされてい
る AWS リージョン。リー
ジョンとそのコードのリス
トについては、リージョン
エンドポイントを参照して
ください。

3. という名前でスクリプトを保
存するSSO-Report.ps1。

クラウド管理者

スクリプトを実行します。 次のコマンドを使用して、 
PowerShell カスタムスクリプト
をシェルで実行することをお勧
めします。

.\SSO-Report.ps1

または、以下のコマンドを使用
して、別のシェルからスクリプ
トを実行できます。

pwsh .\SSO-Report.ps1

クラウド管理者
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/pstools-welcome.html
https://github.com/PowerShell/PowerShell/tree/master/docs/learning-powershell
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#regional-endpoints
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#regional-endpoints
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#regional-endpoints
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル
スクリプトは、スクリプトファ
イルと同じディレクトリに CSV 
ファイルを生成します。

レポートデータの分析。 出力 CSV ファイルには、「プ
リンシパル」AccountName 
PermissionSet、「タイプ」と
いうヘッダーがあります。こ
のファイルを任意のスプレッ
ドシートアプリケーションで
開く。データテーブルを作成し
て、出力をフィルタリングおよ
びソートできます。

クラウド管理者

トラブルシューティング

問題 解決策

The term ‘Get-<parameter>’ is not 
recognized as the name of a cmdlet, 
function, script file, or operable 
program. エラー

の AWS Tools PowerShell またはそのモジュー
ルがインストールされていません。 PowerShell 
シェルで、次のコマンドを入力して、このパター
ン用の AWS Tools PowerShell IdentityStore
と必要なモジュールをインストールしま
す。AWS.Tools.InstallerOrganizationsSSOAdmin、、、

Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule -Name Organizations, 
 SSOAdmin, IdentityStore

No credentials specified or obtained 
from persisted/shell defaults エラー

「Epic (p. 2498)」セクションの「スクリプトの
準備」で、ProfileNameRegionおよび変数が正
しく入力されていることを確認します。指定され
たプロファイルの設定と認証情報に IAM Identity 
Center を管理するための十分な権限があることを
確認してください。

関連リソース
• 構成設定はどこに保存されていますか。 (AWS CLI ドキュメント)
• AWS IAM Identity Center を使用するための AWS CLI の設定 (AWS CLI ドキュメント)
• 名前付きプロファイル (AWS CLI ドキュメント)

追加情報
次のスクリプトでは、山括弧 (<>) 内のプレースホルダーを独自の情報に置き換え、山括弧を削除します。

param ( 
    # The name of the output CSV file 
    [String] $OutputFile  = "SSO-Assignments.csv", 
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html#cli-configure-files-where
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
スケジュールされた KMS キー削除の防止に役立ちます

    # The AWS CLI named profile 
    [String] $ProfileName = '', 
    # The AWS Region in which IAM Identity Center is configured 
    [String] $Region      = ""
)
$Start = Get-Date; $OrgParams = @{Region = $Region}
if ($ProfileName){$OrgParams.ProfileName = $ProfileName}
$SSOParams   = $OrgParams.Clone(); $IdsParams                   = $OrgParams.Clone()
$AccountList = Get-ORGAccountList @OrgParams | Select-Object Id, Name
$SSOinstance = Get-SSOADMNInstanceList @OrgParams
$SSOParams['InstanceArn']       = $SSOinstance.InstanceArn
$IdsParams['IdentityStoreId']   = $SSOinstance.IdentityStoreId
$PSsets       = @{}; $Principals   = @{}
$Assignments  = @(); $AccountCount = 1; Write-Host ""
foreach ($Account in $AccountList) { 
    $Duration = New-Timespan -Start $Start -End (Get-Date) | ForEach-Object 
 {[Timespan]::New($_.Days, $_.Hours, $_.Minutes, $_.Seconds)} 
    $Remaining = $Duration * ($AccountList.Count/$AccountCount) - $Duration | ForEach-
Object {[Timespan]::New($_.Days, $_.Hours, $_.Minutes, $_.Seconds)} 
    Write-Host "`r$Duration - Account $AccountCount of $($AccountList.Count), $Remaining 
 remaining (Assignments:$($Assignments.Count))        " -NoNewline 
    $AccountCount++ 
    foreach ($PS in Get-SSOADMNPermissionSetsProvisionedToAccountList -AccountId 
 $Account.Id @SSOParams) { 
        if (-not $PSsets[$PS]) {$PSsets[$PS] = (Get-SSOADMNPermissionSet @SSOParams -
PermissionSetArn $PS).Name;$APICalls++} 
        $AssignmentsResponse = Get-SSOADMNAccountAssignmentList @SSOParams -
PermissionSetArn $PS -AccountId $Account.Id 
        if ($AssignmentsResponse.NextToken) {$AccountAssignments = 
 $AssignmentsResponse.AccountAssignments} 
        else {$AccountAssignments = $AssignmentsResponse} 
        While ($AssignmentsResponse.NextToken) { 
            $AssignmentsResponse = Get-SSOADMNAccountAssignmentList @SSOParams -
PermissionSetArn $PS -AccountId $Account.Id -NextToken $AssignmentsResponse.NextToken 
            $AccountAssignments += $AssignmentsResponse.AccountAssignments} 
        foreach ($Assignment in $AccountAssignments) { 
            if (-not $Principals[$Assignment.PrincipalId]) { 
                $AssignmentType = $Assignment.PrincipalType.Value 
                $Expression     = "Get-IDS"+$AssignmentType+" @IdsParams -"+$AssignmentType
+"Id "+$Assignment.PrincipalId 
                $Principal      = Invoke-Expression $Expression 
                if ($Assignment.PrincipalType.Value -eq "GROUP") 
 { $Principals[$Assignment.PrincipalId] = $Principal.DisplayName }  
                else { $Principals[$Assignment.PrincipalId] = $Principal.UserName } 
            } 
            $Assignments += [PSCustomObject]@{ 
                AccountName     = $Account.Name 
                PermissionSet   = $PSsets[$PS] 
                Principal       = $Principals[$Assignment.PrincipalId] 
                Type            = $Assignment.PrincipalType.Value} 
        } 
    }
}
$Duration = New-Timespan -Start $Start -End (Get-Date) | ForEach-Object 
 {[Timespan]::New($_.Days, $_.Hours, $_.Minutes, $_.Seconds)}
Write-Host "`r$($AccountList.Count) accounts done in $Duration. Outputting result to 
 $OutputFile"
$Assignments | Sort-Object Account | Export-CSV -Path $OutputFile -Force

AWS KMS キーの定期削除の監視と修正
ミケシュ・カナル (AWS) とラムヤ・プリパカ (AWS) が作成
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、オペレーション

AWS サービス:Amazon 
SNS、AWS CloudTrail、アマゾ
ン CloudWatch

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、AWS キー管理サービス (AWS KMS) キーを削除するとデー
タが失われる可能性があります。削除すると、キーマテリアルと AWS KMS キーに関連付けられている
すべてのメタデータが削除され、元に戻すことはできません。AWS KMS キーを削除すると、その AWS 
KMS キーで暗号化されたデータを復号できなくなります。これは、そのデータが回復できないためです。

このパターンは、アプリケーションまたはユーザーが AWS KMS キーの削除をスケジュールしたときに
通知を受け取るように監視を設定します。通知を受け取った場合は、AWS KMS キーの削除をキャンセル
し、削除する決定を検討し直す必要があります。このパターンでは、AWS KMSCancelKeyDeletion キーの
削除を簡単にキャンセルできるように、AWS Systems ManagerAWSConfigRemediation 自動化ランブッ
クを使用しています。

注: CloudFormation パターンのテンプレートは、AWS KMS キーの削除を監視するすべての AWS リー
ジョンにデプロイする必要があります。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 次の AWS のサービスに関する理解 

• アマゾン EventBridge
• AWS KMS
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• AWS Systems Manager

機能制限

• ソリューションをカスタマイズするには、このパターンで使用される AWS CloudFormation テンプレー
トと AWS サービスに関する知識が必要です。

• 現在、このソリューションはデフォルトのイベントバスを使用しており、要件に応じてカスタマイズで
きます。カスタムイベントバスの詳細については、AWS ドキュメントを参照してください。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• アマゾン EventBridge
• AWS KMS
• Amazon SNS
• AWS Systems Manager
• 以下を使ったオートメーション

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK
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https://docs.aws.amazon.com/systems-manager-automation-runbooks/latest/userguide/automation-aws-cancel-key-deletion.html
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https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-event-bus.html
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Tools

• AWS CloudFormation スタック

ターゲットアーキテクチャ

1. AWS KMS キーの削除が予定されています。
2. EventBridge 予定削除イベントはルールによって評価されます。
3. EventBridge ルールは Amazon SNS トピックを対象としています。
4. EventBridge このルールにより Systems Manager の自動化とランブックが開始されます。
5. Runbook は、削除がキャンセルされます。

自動化とスケール

CloudFormation スタックは、このソリューションが機能するために必要なすべてのリソースとサービスを
デプロイします。このパターンは、1 つのアカウントで個別に実行することも、複数の独立したアカウン
トや組織で AWS CloudFormation StackSets を使用して実行することもできます。

aws cloudformation create-stack --stack-name  <stack-name>\ 
    --template-body file://<Full-Path-of-file> \ 
    --parameters ParameterKey=,ParameterValue= \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

Tools
Tools

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は Amazon Web Services リソースのモデル化および
セットアップに役立つサービスです。リソース管理に割く時間を減らし、AWS で実行するアプリケー
ションにより注力できるようになります。 CloudFormation テンプレートを使用して、AWS リージョン
の AWS アカウントにスタックを作成できます。テンプレートには、必要な AWS リソースのすべてを
記述し、 CloudFormation がユーザーに代わってこれらのリソースのプロビジョンと設定を行います。

• AWS CLI — AWS CLI Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドライ
ンシェルのコマンドを使って AWS のサービスと対話することができます。

• Amazon EventBridge — Amazon — Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースの
データに接続するサーバーレスイベントバスサービスです。 EventBridge は、お客様独自のアプリケー
ションや AWS のサービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデータを AWS Lambda 
などのターゲットにルーティングします。 EventBridge イベント駆動型アーキテクチャを構築するプロ
セスを簡素化します。

• AWS KMS — AWS KMS Management Service (AWS KMS) は、データの暗号化に使用される暗号化
キーである AWS KMS キーを作成および管理するためのマネージドサービスです。

• AWS SDK — AWS ツールには SDK が含まれているため、選択したプログラミング言語で AWS でアプ
リケーションを開発および管理できます。

• Amazon SNS — Amazon SNS Simple Notification Service (Amazon SNS) は、配信者から受信者 (または
生産者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。発行者は、論理アクセス
ポイントおよび通信チャネルであるトピックにメッセージを送信することで、受信者と非同期的に通信
します。 

• AWS Systems Manager — AWS Systems Manager は AWS のインフラストラクチャを表示およびコ
ントロールするために使用できる AWS のサービスです。Systems Manager コンソールを使用する
と、AWS リソースの運用タスクを自動化できます。Systems Manager は、マネージドインスタンス を
スキャンし、検出されたポリシー違反を報告（または是正措置を講じる）して、セキュリティとコンプ
ライアンスを維持することができます。 
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http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://docs.aws.amazon.com/cli/?id=docs_gateway
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叙事詩

Code

• alerting_ct_logs.yaml CloudFormation プロジェクトのテンプレートが添付されています。

叙事詩
AWS アカウントを準備する

タスク 説明 必要なスキル

AWS CLI をインストールして設
定します。

AWS CLI バージョン 2 をインス
トールします。次に、アイデン
ティティ、デフォルトの出力形
式、AWS CLI が AWS と対話す
るために使用するデフォルトの 
AWS リージョンを設定します。

ID には、タスクを実行するため
に必要なアクセス許可がに必要
です。

開発者、セキュリティエンジニ
ア

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
ダウンロードします。

添付ファイルをコンピューター
のローカルパスにダウンロード
し、alerting_ct_logs.yamlテ
ンプレートファイルを抽出しま
す。

開発者、セキュリティエンジニ
ア

テンプレートをデプロイしま
す。

AWS アカウントプロファイルが
設定されたターミナルウィンド
ウで、以下のコマンドを実行し
ます。

aws cloudformation 
 create-stack --stack-name 
 <stack_name> \
--capabilities <Value>  \
--template-body file://
<Full_Path> \ 
 --parameters 
 ParameterKey=DestinationEmailAddress,ParameterValue=<Value> 
 \
ParameterKey=SNSTopicName,ParameterValue=<Value> 
 \
ParameterKey=EnableRemediation ,ParameterValue=<Value> 
 \
ParameterKey=AutomationAssumeRole,ParameterValue=<Value>

次のステップでは、テンプレー
トパラメータの値を入力しま
す。

開発者、セキュリティエンジニ
ア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

テンプレートパラメータを入力
します。

パラメータに必要な値を入力し
ます。

• DestinationEmailAddress— 
AWS KMS キーの削除がスケ
ジュール済みのときにアラー
トを受け取る E メールアドレ
ス。

• SNSTopicName— Amazon 
SNS トピックの名前。

• EnableRemediation— 
Systems Manager ランブッ
クを使用して、予定されてい
たキーの削除をキャンセルす
る。指定できる値は true と
false です。

• AutomationAssumeRole— 
Systems Manager Automation 
がユーザーに代わってアク
ションを実行できるようにす
るロールの Amazon リソース
ネーム (ARN)。詳細について
は、AWSConfigRemediation-
CancelKeyDeletion ドキュメン
トの「必要な IAM 権限」セク
ションを参照してください。 

• Capabilities— AWS 
CloudFormation がスタックを
作成するには、スタックテン
プレートに特定の機能が含ま
れていることを明示的に確認
する必要があります。

開発者、セキュリティエンジニ
ア

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

E メールの受信トレイを確認
し、Amazon SNS から受信した 
E メールメッセージで [サブスク
リプションの確認] を選択しま
す。Web ブラウザウィンドウが
開き、サブスクリプション確認
とサブスクリプション ID が表示
されます。 

開発者、セキュリティエンジニ
ア

関連リソース
リファレンス:

• AWS サービスのルールの作成
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追加情報

• 削除保留中の AWS KMS キーの使用を検出するための Amazon CloudWatch アラームの作成

チュートリアルとビデオ

• アマゾンを始める方法 EventBridge
• Amazon について詳しく見る EventBridge (AWS オンラインテックトーク)

AWS ワークショップ

• EventBridge ルールを使った作業

追加情報
次のコードは、AWS サービスの変更を監視して通知するようにソリューションを拡張する例を示していま
す。例には、定義済みのパターンとカスタムパターンが含まれます。詳細については、の「のイベントと
イベントパターン」を参照してください EventBridge。

EventPattern: 
        source: 
        - aws.kms 
        detail-type: 
        - AWS API Call via CloudTrail 
        detail: 
          eventSource: 
          - kms.amazonaws.com 
          eventName: 
          - ScheduleKeyDeletion

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を使用
してパブリックサブネットを保護します

ジョエル・アルフレド・ヌニェス・ゴンザレス (AWS) とサミュエル・オルテガ・サンチョ (AWS) によっ
て作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、ネットワーク、コンテン
ツ配信

AWS のサービス:AWS 
Organizations、、AWS Identity 
and Access Management

概要
一元化されたネットワークアーキテクチャでは、検査とエッジ仮想プライベートクラウド（VPC）が、
インターネットとの間のトラフィックなど、すべてのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラ
フィックを集中させます。ただし、これによりボトルネックが発生したり、AWS のサービスクォータの制
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前提条件と制限

限に達したりする可能性があります。ネットワークエッジセキュリティをVPCのワークロードと一緒に導
入すると、より一般的な一元化されたアプローチと比較して、これまでにないスケーラビリティが得られ
ます。これは分散型エッジアーキテクチャと呼ばれます。

ワークロードアカウントにパブリックサブネットをデプロイするとメリットがありますが、攻撃対象領域
が増えるため、新たなセキュリティリスクも生じます。これらの VPC のパブリックサブネットには、アプ
リケーションロードバランサーや NAT ゲートウェイなどの Elastic Load Balancing (ELB) リソースのみを
デプロイすることをお勧めします。専用のパブリックサブネットでロードバランサーと NAT ゲートウェイ
を使用すると、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックをきめ細かく制御できます。

属性ベースのアクセス制御 (ABAC) とは、部門、役職、チーム名などのユーザー属性に基づいてきめ細か
い権限を作成する手法です。詳細については、AWS の ABAC を参照してください。ABACは、ワークロー
ドアカウントのパブリックサブネットにガードレールを提供できます。これにより、アプリケーション
チームはインフラストラクチャのセキュリティを犠牲にすることなく機敏に対応できます。

このパターンでは、AWS Organizations のサービスコントロールポリシー (SCP) と AWS Identity and 
Access Management (IAM) のポリシーを通じて ABAC を実装することで、パブリックサブネットを保護
する方法について説明します。SCP は、組織のメンバーアカウントまたは組織単位 (OU) に適用します。
これらの ABAC ポリシーにより、ユーザーは NAT ゲートウェイをターゲットサブネットにデプロイで
き、EC2 インスタンスやエラスティックネットワークインターフェイス (ENI) などの他の Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) リソースをデプロイすることはできません。   

前提条件と制限
前提条件

• AWS Organizations の組織
• AWS Organizations ルートアカウントへの管理アクセス
• 組織内の SCP をテストするためのアクティブなメンバーアカウントまたは OU

機能制限

• このソリューションの SCP は、サービスにリンクされたロールを使用する AWS サービスがターゲッ
トサブネットにリソースをデプロイすることを妨げません。これらのサービスの例としては、EElastic 
Load Balancing Container Service (Amazon ECS)、Amazon Elastic Container Service (Amazon 
ECS)、Amazon Elastic Database Service (Amazon RDS)、Amazon Elastic Container Service (Amazon 
RDS)、、、、、、、、詳細については、AWS Organizations ドキュメントの「アクセス許可に対する 
SCP の影響」を参照してください。これらの例外を検出するためのセキュリティ制御を実装します。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• SCP は AWS アカウントまたは AWS Organizations 内の OU に適用されます
• 以下の IAM ロール:

• AutomationAdminRole— SCPの実装後にサブネットタグを変更し、VPC リソースを作成するため
に使用されます

• TestAdminRole— SCP が他の IAM プリンシパル (管理者アクセス権を持つプリンシパルを含む) 
が、自分専用のアクションを実行できないようにしているかどうかをテストするために使用されま
す。AutomationAdminRole

ターゲットアーキテクチャ
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Tools

1. ターゲットアカウント内でAutomationAdminRole IAM ロールを作成します。このロールには、ネッ
トワークリソースを管理する権限があります。このロール専用の次の権限に注意してください。
• このロールは VPC とパブリックサブネットを作成できます。
• このロールは、ターゲットサブネットのタグ割り当てを変更できます。
• このロールは独自の権限を管理できます。

2. AWS Organizations では、対象の AWS アカウントまたは OU に SCP を適用します。サンプルポリ
シーについては、このパターンの追加情報を参照してください (p. 2511)。

3. CI/CD パイプラインのユーザーまたはツールが、AutomationAdminRoleSubnetTypeターゲットサブ
ネットにタグを適用する役割を引き受けることができます。

4. 他の IAM ロールを引き受けることで、組織内の権限を持つ IAM プリンシパルは、ターゲットサブネッ
トの NAT ゲートウェイや、ルートテーブルなどの AWS アカウント内のその他の許可されたネット
ワークリソースを管理できます。IAM ポリシーを使用してこれらの権限を付与します。詳細について
は、Amazon VPC の Identity and Access Management を参照してください。

自動化とスケール

パブリックサブネットを保護するには、対応する AWS タグを適用する必要があります。SCP を適用する
と、SubnetType:IFA許可されたユーザーがタグのあるサブネットに作成できる Amazon EC2 リソース
は NAT ゲートウェイだけです。 (IFAインターネットに接する資産を意味します。) SCP は、インスタン
スや ENI など、他の Amazon EC2 リソースの作成を防ぎます。 これらのタグがパブリックサブネットに
適切に適用されるように、VPCAutomationAdminRole リソースを作成する役割を引き受ける CI/CD パ
イプラインを使用することをお勧めします。

Tools
AWS サービス

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されるかを制御すること
で、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Organizations は、作成して一元管理している複数の AWS アカウントを組織に統合するためのア
カウント管理サービスです。AWS Organizations では、組織のアクセス許可を管理するために使用でき
るポリシーの一種です。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来
のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメ
リットがあります。

叙事詩
SCP を適用します

タスク 説明 必要なスキル

テスト管理者ロールを作成しま
す。

ターゲット 
AWSTestAdminRole ア
カウントに名前を付け
た IAM ロールを作成しま
す。AdministratorAccessAWS マ
ネージド IAM ポリシーを新しい
ロールにアタッチします。手順
については、IAM ドキュメント
の「IAM ユーザーにアクセス許

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
可を委任するロールの作成」を
参照してください。

オートメーション管理者ロール
を作成します。

1. ターゲット 
AWSAutomationAdminRole
アカウントに名前を付けた 
IAM ロールを作成します。

2. AdministratorAccessAWS マ
ネージド IAM ポリシーを新し
いロールにアタッチします。

次に示すの
は、000000000000アカウント
からロールをテストするために
使用できる信頼ポリシーの例で
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    
 "arn:aws:iam::000000000000:root" 
                ] 
            }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
        } 
    ]
}

AWS 管理者

SCP を作成してアタッチしま
す。

1. 「追加情報 (p. 2511)」セク
ションに記載されているサ
ンプルコードを使用して、
セキュリティ制御ポリシー
を作成します。手順につい
ては、AWS Organizations ド
キュメントの「SCP の作成」
を参照してください。

2. SCP をターゲット AWS ア
カウントまたは OU にア
タッチします。手順について
は、AWS Organizations のド
キュメントの「サービスコン
トロールポリシーのアタッチ
とデタッチ」を参照してくだ
さい。

AWS 管理者
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叙事詩

SCP をテストします

タスク 説明 必要なスキル

VPC またはサブネットを作成し
ます。

1. 対象の AWSTestAdminRole
アカウントでの役割を引き受
けます。

2. 既存の VPC に VPC または新
しいパブリックサブネットを
作成してみてください。手順
については、Amazon VPC の
ドキュメントの「VPC、サブ
ネット、その他の VPC リソー
スを作成する」を参照してく
ださい。これらのリソースは
作成できないはずです。

3. AutomationAdminRoleロー
ルを引き継ぎ、前のステップ
を再試行してください。これ
で、ネットワークリソースを
作成できるはずです。

AWS 管理者

タグを管理します。 1. 対象の AWSTestAdminRole
アカウントでの役割を引き受
けます。

2. SubnetType:IFA使用可能
なパブリックサブネットにタ
グを追加します。このタグを
追加できるはずです。AWS 
Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用してタグを
追加する方法の詳細について
は、AWS CLI コマンドリファ
レンスの「create-tags」を参
照してください。

3. 認証情報を変更せず
に、SubnetType:IFAこのサ
ブネットに割り当てられてい
るタグを変更してみてくださ
い。このタグは変更できない
はずです。

4. AutomationAdminRoleロー
ルを引き継ぎ、前のステップ
を再試行してください。この
ロールは、このタグを追加お
よび変更できるはずです。

AWS 管理者

ターゲットサブネットにリソー
スをデプロイします。

1. TestAdminRoleその役割を
引き受けてください。

2. SubnetType:IFAタグが付
いているパブリックサブネッ
トの場合は、EC2 インスタ
ンスを作成してみてくださ
い。手順については、Amazon 
EC2 ドキュメントの「イン

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
スタンスの起動」を参照して
ください。このサブネットで
は、NAT ゲートウェイ以外
の Amazon EC2 リソースを作
成、変更、削除できないはず
です。

3. 同じサブネットで、NAT ゲー
トウェイを作成します。手順
については、Amazon VPC ド
キュメントの「NAT ゲート
ウェイの作成」を参照してく
ださい。このサブネットで 
NAT ゲートウェイを作成、変
更、または削除できるはずで
す。

AutomationAdminRole ロールを
管理します。

1. TestAdminRoleその役割を
引き受けてください。

2. AutomationAdminRoleロー
ルを変更してみてください。
手順については、IAM ドキュ
メントの「ロールの変更」を
参照してください。このロー
ルは変更できないはずです。

3. AutomationAdminRoleロー
ルを引き継ぎ、前のステップ
を再試行してください。これ
で、ロールを変更できるはず
です。

AWS 管理者

クリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

デプロイされたリソースをク
リーンアップします。

1. AWS アカウントまたは AWS 
OU から SCP をデタッチし
ます。手順については、AWS 
Organizations ドキュメントの
「SCP のデタッチ」を参照し
てください。

2. SCP を削除します。手順につ
いては、「SCP の削除 (AWS 
Organizations ドキュメン
ト)」を参照してください。

3. AutomationAdminRoleロー
ルとロールを削除しま
す。TestAdminRole手順に
ついては、IAM ドキュメント
の「ロールの削除」を参照し
てください。

4. このソリューション用に作成
した VPC やサブネットなどの

AWS 管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
ネットワークリソースをすべ
て削除します。

関連リソース
AWS ドキュメンテーション

• SCP の作成、更新、削除
• SCP の取り付けと取り外し
• サービス認証リファレンス
• AWS の ABAC とは何ですか?
• AWS リソースへのタグ付け
• Detective コントロール

AWS に関するその他の参考資料

• AWS Organizations のサービスコントロールポリシーによる認証に使用されるリソースタグの保護
(AWS ブログ投稿)

追加情報
次のサービスコントロールポリシーは、組織でこのアプローチをテストするために使用できる例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyVPCActions", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateVPC", 
        "ec2:CreateRoute", 
        "ec2:CreateSubnet", 
        "ec2:CreateInternetGateway", 
        "ec2:DeleteVPC", 
        "ec2:DeleteRoute", 
        "ec2:DeleteSubnet", 
        "ec2:DeleteInternetGateway" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": ["arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowNATGWOnIFASubnet", 
      "Effect": "Deny", 
      "NotAction": [ 
        "ec2:CreateNatGateway", 
        "ec2:DeleteNatGateway" 
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      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEqualsIfExists": { 
          "aws:ResourceTag/SubnetType": "IFA" 
        }, 
        "StringNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": ["arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DenyChangesToAdminRole", 
      "Effect": "Deny", 
      "NotAction": [ 
        "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy", 
        "iam:GetRole", 
        "iam:GetRolePolicy", 
        "iam:ListAttachedRolePolicies", 
        "iam:ListInstanceProfilesForRole", 
        "iam:ListRolePolicies", 
        "iam:ListRoleTags" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": ["arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "allowbydefault", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "*", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Okta を AWS IAM Identity Center と統合して、ユー
ザー、ロール、マルチアカウントアクセスを管理し
ます

ダナンジェイ・カランジカール（AWS）とシュリカント・パティル（AWS）によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS IAM アイデ
ンティティセンター
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

概要
AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継製品) は、すべての AWS アカウントとクラウドア
プリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスの一元管理をサポートしています。Okta は、企
業ユーザーにオンプレミスとクラウドのすべてのリソースで SSO エクスペリエンスを提供できる ID 管理
サービスです。IAM Identity Center は、クロスドメインアイデンティティ管理システム (SCIM) 2.0 プロト
コルを使用して、Okta から IAM Identity Center へのユーザーおよびグループ情報の自動プロビジョニング 
(同期とも呼ばれます) をサポートしています。SCIM 同期を設定すると、Okta のユーザー属性が IAM ID 
Center の指定された属性にマップされます。これにより、IAM Identity Center とお客様の Okta の間で、
期待される属性が一致します。

前提条件と制限
前提条件

• 開発者またはライセンスされた Okta アカウント
• Okta のユーザーと権限を管理するための管理者アクセス権
• アクティブな AWS アカウント
• IAM Identity Center への管理アクセス

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• IAM Identity Center
• Okta

ターゲットアーキテクチャ

1. SCIM プロトコルを使用して、Okta ユーザーとグループは IAM ID センターと同期されます。
2. ユーザーは Okta を通じて IAM ID センターにサインインします。
3. IAM Identity Center は、Security Assertion Markup Language (SAML) トークンを通じてロールを引き受

けます。
4. IAM ID センターで、ユーザーは AWS マネジメントコンソールを起動します。

Tools
AWS サービス

• AWS IAM Identity Center を使用すると、すべての AWS アカウントとクラウドアプリケーションへの 
SSO アクセスを一元管理できます。

その他のツール

• Okta は、企業ユーザーにオンプレミスとクラウドのすべてのリソースで SSO エクスペリエンスを提供
できる ID 管理サービスです。
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叙事詩

叙事詩
Okta を IAM Identity Center とConnect します。

タスク 説明 必要なスキル

Okta を外部 ID プロバイダーとし
て使用するように IAM ID Center 
を設定します。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして、IAM 
Identity Center コンソールを
開きます。

2. ナビゲーションペインで
[Settings] (設定) を選択しま
す。

3. 「設定」 ページで、「アイデ
ンティティ・ソース」タブを
選択します。

4. 「アクション」メニューで、
「アイデンティティ・ソース
の変更」を選択します。

5. [ID ソースの選択] で、[外部 ID 
プロバイダー] を選択し、[次
へ] を選択します。

6. [サービスプロバイダーのメタ
データ] で、次の値を書き留め
ます。
• IAM Identity Center 

Assertion Consumer Service 
(ACS) URL

• IAM Identity Center の発行
者 URL

これらの値は、このパターン
の後半で使います。このペー
ジから移動しないでくださ
い。

AWS 管理者

IAM Identity Center Okta アプリ
ケーションを作成します。

1. 新しいウェブブラウザタブ
で、Okta コンソールにサイン
インします。

2. ナビゲーションペインで、[ア
プリケーション] を選択しま
す。

3. 「アプリケーション」ページ
で、「アプリケーションカタ
ログを参照」 を選択します。

4. AWS IAM Identity 
Center を検索します。

5. [追加] を選択し、[完了] を選択
します。これにより、IAM ID 
センターアプリケーションが 
Okta に追加されます。

Okta 管理者

Okta で IAM Identity Center アプ
リケーションを設定します。

1. Okta コンソールで、「サイン
オン」タブを選択します。

AWS 管理者、Okta 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
2. [編集] を選択します。これに

より、SAML 設定を編集でき
ます。

3. 「詳細なサインオン設定」
で、IAM Identity Center コン
ソールから次の値をコピーし
て貼り付けます。
• IAM Identity Center ACS 

URL
• IAM Identity Center の発行

者 URL
4. [Save] (保存) をクリックしま

す。

Okta から IAM ID センターに 
SAML メタデータをアップロー
ドします。

1. Okta コンソールで、「サイン
オン」タブを選択します。

2. 「SAML 署名証明書」で「ア
クション」を選択し、「IdP 
メタデータの表示」を選択し
ます。

3. idp-saml.xml という名前で
ファイルを保存します。

4. IAM ID Center コンソール
で、ID ソースの変更ページが
表示されていることを確認し
ます。

5. [ID プロバイダメタデータ] の 
[IdP SAML メタデータ] で、
[ファイルを選択] を選択しま
す。

6. idp-saml.xmlファイルを
アップロードし、[次へ] を選
択します。

7. 変更を確認し、確認します。

AWS 管理者、Okta 管理者

Okta で SCIM 2.0 テストアプリ (OAuth ベアラートークン) アプリケーションを設
定する

タスク 説明 必要なスキル

SCIM がユーザーとグループを同
期できるようにします。

1. IAM Identity Center コンソー
ルのナビゲーションペインか
ら、[Settings Settings Center] 
を選択します。

2. [自動プロビジョニング] で [有
効にする] を選択します。

3. SCIM エンドポイントと
Access トークンをテキストエ
ディタにコピーします。これ

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
らの値は、このパターンの後
半で使います。

ユーザーとグループを IAM ID 
センターにプッシュするための 
SCIM アプリケーションを作成し
ます。

1. Okta コンソールの [アプリ
ケーション] ページで、[アプ
リカタログを参照] を選択しま
す。

2. SCIM 2.0 Test App 
(OAuth Bearer Token) を
検索します。

3. [SCIM 2.0 テストアプリ 
(OAuth ベアラートークン)] 
を選択し、[追加] を選択しま
す。

4. [一般設定] ページで、次の操
作を行います。
• [アプリ設定] ラベルに、

と入力しますSCIM 2.0 
Test App (OAuth 
Bearer Token)。

• 「アプリケーションアイコ
ンをユーザーに表示しな
い」チェックボックスを選
択します。

• 「Okta Mobile App にアプリ
ケーションアイコンを表示
しない」チェックボックス
を選択します。

• [Done] (完了) をクリックし
ます。

5. 「プロビジョニング」タブ
で、「API 統合の設定」を選
択します。

6. [API 統合を有効にする] を選択
します。

7. SCIM 2.0 ベース URL には、
以前にコピーした SCIM エン
ドポイントを入力します。

8. OAuth ベアラートークンの場
合は、以前にコピーしたアク
セストークンを入力します。

9. [保存] を選択し、[編集] を選択
します。

10.[ユーザーの作成を有効にする] 
を選択し、[保存] を選択しま
す。

AWS 管理者、Okta 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

ユーザーとグループを IAM 
Identity Center にプッシュする
ルールを作成します。

1. Okta コンソールで、「プッ
シュグループ」タブを選択し
ます。

2. プッシュグループメニュー
で、「ルールでグループを検
索」を選択します。

3. [ルール名] に、と入力しま
すAWS Groups。

4. 「グループ名:」がで始まる場
合は、と入力しますawssso。
任意のプレフィックスを使用
できます。

5. [グループメンバーシップを
すぐにプッシュする] を選択
し、[ルールを作成] を選択し
ます。

6. ナビゲーションペインで、
[ディレクトリ] > [グループ] を
選択します。

7. [Add Group] (グループの追加) 
を選択します。

8. [グループの追加] ダイアログ
ボックスの [名前] に、と入力
しAWS Users、[グループの追
加] を選択します。

9. グループページで、AWS ユー
ザーグループを選択します。

10.[アプリを管理] を選択しま
す。

11.IAM Identity Center アプリの 
[アプリケーションの割り当て] 
ダイアログボックスで、[割り
当て] を選択します。これは、
ユーザーが AWS マネジメン
トコンソールで起動するアプ
リケーションです。

12.AWS SSO — SCIM 2.0 
(OAuth ベアラートークン) ア
プリの場合は、[割り当て] を
選択します。ユーザーはこの
アプリケーションを操作しま
せんが、このアプリケーショ
ンはアカウントとグループが 
IAM Identity Center にプロビ
ジョニングされていることを
確認します。

13.[Save] (保存) を選択します。
14.[Done] (完了) をクリックしま

す。

Okta 管理者
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叙事詩

Okta ユーザーとグループの作成とマッピング

タスク 説明 必要なスキル

Okta で新しいグループを作成し
ます。

1. Okta コンソールのナビゲー
ションペインで、[ディレク
トリ] > [グループ] を選択しま
す。

2. [Add Group] (グループの追加) 
を選択します。

3. [グループの追加] ダイアログ
ボックスの [名前] に、と入力
しawsssoPowerUsers、[グ
ループの追加] を選択します。

4. 上部のナビゲーションメ
ニューで、[アプリケーション] 
を選択します。

5. AWS SSO — SCIM 2.0 
(OAuth ベアラートーク
ン) アプリケーションを
開き、[プッシュグループ] 
を選択します。それが一
覧表示され、「アクティ
ブ」awsssoPowerUsersと
マークされているはずです。

6. IAM Identity Center コン
ソールのナビゲーションペ
インから、[グループ] を選
択します。「ユーザーな
し」awsssoPowerUsersと表
示されているはずです。

AWS 管理者、Okta 管理者

IAM Identity Center でアクセス権
限セットを割り当てます。

1. IAM Identity Center コンソー
ルのナビゲーションペイン
で、[AWS アカウント] (ユー
ザー) を選択し、組織を選択し
ます。

2. 組織内のすべてのアカウント
を選択します。運用チームに
属するユーザーは、すべての
アカウントにアクセスできま
す。

3. [ユーザーまたはグループの割
り当て] を選択します。

4. 「ユーザーとグループの割
り当て」ページで、「グルー
プ」を選択します。

5. を選択
しawsssoPowerUsers、[次へ] 
を選択します。

6. [権限セットの選択]
ページで、を選択しま
すAWSPowerUsersAccess。

7. [Finish] (終了) を選択します。

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
8. [Proceed to AWS accounts 

(AWS アカウントに進む)] を
選択します。

Okta ポータルでユーザーを作成
します。

1. Okta コンソールの上部のナ
ビゲーションバーで、[ディレ
クトリ] を選択し、次に [ユー
ザー] を選択します。

2. [Add Person] (人を追加する) 
を選択します。

3. [Add Person] (ユーザーを追加) 
ページで、以下の情報を入力
します。
a. [ユーザータイプ] で [ユー

ザー] を選択します。
b. [名前] には、ユーザーの名

を入力します。
c. [姓] には、ユーザーの姓を

入力します。
d. [ユーザー名] に、ユーザー

のメールアドレスを入力し
ます。

e. [プライマリメール] には、
ユーザーのメールアドレス
を入力します。

f. [グループ] に
は、awsssoPowerUsersと
AWS ユーザーと入力しま
す。

g. [パスワード] で、[管理者に
よる設定] を選択し、パス
ワードを入力します。

4. [ユーザーは初回ログイン時に
パスワードを変更する必要が
ある] チェックボックスをオフ
にし、[保存] を選択します。

5. IAM Identity Center コンソー
ルのナビゲーションペインか
ら、[Users] を選択します。リ
ストで作成したユーザーが表
示されています。

6. ユーザー名を選択して [一般情
報] を開きます。

7. ユーザーが「作成者:SCIM」
と表示されていることを確認
します。

AWS 管理者、Okta 管理者
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関連リソース

統合の検証

タスク 説明 必要なスキル

新しいユーザーが認証され、ア
クセスできることを確認しま
す。

1. IAM Identity Center コンソー
ルのナビゲーションペインか
ら、[Dashboard] を選択しま
す。

2. ユーザーポータルの URL をコ
ピーします。

3. ブラウザウィンドウをプラ
イベートモードまたはシー
クレットモードで開き、ユー
ザーポータル URL をアドレス
バーに貼り付けます。ブラウ
ザは Okta ログインページにリ
ダイレクトされるはずです。

4. 次の情報を入力します。
• ユーザー名には、ユーザー

のメールアドレスを入力し
ます。

• [パスワード] に、以前に作
成したユーザーパスワード
を入力します。

5. Okta の設定に基づいて、追加
のセキュリティ質問を入力し
ます。ログインすると、IAM 
Identity Center コンソールに
戻るはずです。

AWS 管理者

新しいユーザーが AWS アカウン
トにアクセスできることを確認
します。

1. IAM ID センターコンソール
で、AWS アカウントを選択し
ます。

2. 組織の管理アカウントを選択
します。

3. AWSPowerUsersAccess行で 
[管理コンソール] を選択しま
す。

4. AWS マネジメントコンソー
ルが起動することを確認しま
す。

AWS 管理者

関連リソース
AWS ドキュメンテーション

• 自動プロビジョニング (IAM ID センターのドキュメント)
• 外部の ID プロバイダーConnect する (IAM ID センターのドキュメント)

AWS Marketplace

• Okta アイデンティティープラットフォーム
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AWS Secrets Manager による認証情報の管理

オクタリソース

• オクタコンソール
• Okta を AWS アカウントの ID プロバイダーとして設定

その他のリソース

• クロスドメイン ID 管理システム

AWS Secrets Manager を使用して認証情報管理
作成者:ドゥルガー・プラサド・チープリ (AWS)

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: データベース; 
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

AWS サービス: AWS Secrets 
Manager

概要
このパターンでは、AWS Secrets Manager を使用して Java Spring アプリケーションのデータベース認証
情報を動的に取得する方法を説明します。

以前は、データベースから情報を取得するカスタムアプリケーションを作成する場合は、アプリケーショ
ンにデータベースに直接アクセスするための認証情報 (シークレット) を埋め込む必要がありました。認
証情報をローテーションするときには、時間をかけて新しい認証情報を使用してアプリケーションを更新
し、更新されたアプリケーションを配布する必要がありました。認証情報を共有するアプリケーションが
複数あり、そのうちの 1 つを更新しなかった場合、アプリケーションは失敗します。このようなリスクが
あるため、多くのユーザーは定期的に認証情報を更新しないことを選択し、事実上、あるリスクを別のリ
スクに置き換えてしまいました。

Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を API コー
ルで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。これは、コード内にシークレッ
トが存在しないため、コードを調べる人によってシークレットが侵害されないことを確実にするために
役立ちます。指定したスケジュールに従って自動的にシークレットをローテーションするように Secrets 
Manager を設定することもできます。これにより、長期のシークレットを短期のシークレッに置き換え
ることが可能となり、侵害されるリスクを大幅に減少させるのに役立ちます。詳細については、AWS 
Secrets Manager のドキュメントを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• Secrets Manager へのアクセス権を持つ AWS アカウント
• Java スプリングアプリケーション

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック
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Tools

• データベースにアクセスするコードを含む Java Spring アプリケーション。DB 認証情報は 
application.properties ファイルから管理されます。

ターゲットテクノロジースタック

• Secrets Manager で DB 認証情報を管理して、データベースにアクセスするコードを含む Java Spring 
アプリケーション。application.properties ファイルには、シークレットSecrets Manager レットが格納
されています。

Secrets Manager とアプリケーションの統合

Tools
• Secrets Manager — AWS Secrets Manager は、シークレットを簡単に管理できる AWS サービスです。

シークレットとは、データベース認証情報、パスワード、サードパーティーの API キーなどの任意のテ
キストです。Secrets Manager コンソール、シークレットマネージャーのコマンドラインインターフェ
イス (CLI)、またはSecrets Manager API と SDK を使用して、これらのシークレットへのアクセスを一
元的に保存および制御できます。

叙事詩
シークレットを Secrets Manager に保存する

タスク 説明 必要なスキル

DB 認証情報を Secrets Manager 
にシークレットとして保存しま
す。

シークレットマネージャーのド
キュメントの「シークレットの
作成」の手順に従って、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) またはその他の 
DB 認証情報をSecrets Manager 
にシークレットとして保存しま
す。

システムAdmin

Secrets Manager にアクセスする
ための Spring アプリケーション
の権限を設定します。

Java Spring アプリケーションが
Secrets Manager をどのように
使用しているかに基づいて、適
切な権限を設定します。シーク
レットへのアクセスを制御する
には、Secrets Managerのドキュ
メントの「Secrets Manager 用
のアイデンティティベースのポ
リシー (IAMポリシー) とABACの
使用」および「Secrets Manager
でのリソースベースのポリシー
の使用」セクションに記載され
ている情報に基づいてポリシー
を作成します。Secrets Manager 
ドキュメントの「シークレット
値の取得」セクションの手順に
従ってください。

システムAdmin
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関連リソース

Spring アプリケーションの更新

タスク 説明 必要なスキル

Secrets Manager を使用するには 
JAR 依存関係を追加します。

詳細については、「追加情報」
セクションを参照してくださ
い。

Java Developer

シークレットの詳細を Spring ア
プリケーションに追加します。

application.properties ファイルを
シークレット名、エンドポイン
ト、および AWS リージョンで更
新します。例については、「追
加情報」セクションを参照して
ください。

Java Developer

Java の DB 認証情報取得コード
を更新します。

アプリケーションで、DB 認証情
報を取得する Java コードを更新
して Secrets Manager からそれ
らの詳細を取得します。コード
例については、「追加情報」セ
クションを参照してください。

Java Developer

関連リソース
• AWS Secrets Manager ドキュメント
• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) と ABACをSecrets Manager で使用
• Secrets Manager でのリソースベースのポリシーの使用
• サンプルコード 

追加情報
Secrets Manager を使用するための JAR 依存関係の追加

メイヴン:

<groupId>com.amazonaws</groupId> 
    <artifactId>aws-java-sdk-secretsmanager</artifactId> 
    <version>1.11. 355 </version>

グラドル:

compile group: 'com.amazonaws', name: 'aws-java-sdk-secretsmanager', version: '1.11.355'

シークレットの詳細を含むアプリケーション.properties ファイルの更新

spring.aws.secretsmanager.secretName=postgres-local
spring.aws.secretsmanager.endpoint=secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com
spring.aws.secretsmanager.region=us-east-1

Java での DB 認証情報取得コードの更新

String  secretName  =  env.getProperty("spring.aws.secretsmanager.secretName");
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追加情報

String  endpoints  =  env.getProperty("spring.aws.secretsmanager.endpoint");
String  AWS Region  =  env.getProperty("spring.aws.secretsmanager.region");
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration  config  =  new 
  AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpoints, AWS Region);
AWSSecretsManagerClientBuilder  clientBuilder  = 
  AWSSecretsManagerClientBuilder.standard();
clientBuilder.setEndpointConfiguration(config);
AWSSecretsManager  client  =  clientBuilder.build();      
  
ObjectMapper  objectMapper  =  new  ObjectMapper(); 
  
JsonNode  secretsJson  =  null; 
  
ByteBuffer  binarySecretData; 
  
GetSecretValueRequest  getSecretValueRequest  =  new 
  GetSecretValueRequest().withSecretId(secretName);  
  
GetSecretValueResult  getSecretValueResponse  =  null; 
  
try  { 
     getSecretValueResponse  =  client.getSecretValue(getSecretValueRequest); 
    } 
  
catch  (ResourceNotFoundException  e)  { 
     log.error("The requested secret "  +  secretName  +  " was not found"); 
    }    
  
catch  (InvalidRequestException  e)  {     
     log.error("The request was invalid due to: "  +  e.getMessage()); 
     }    
  
catch  (InvalidParameterException  e)  {     
     log.error("The request had invalid params: "  +  e.getMessage()); 
     }
if  (getSecretValueResponse  ==  null)  {     
     return  null; 
     }  // Decrypted secret using the associated KMS key // Depending on whether the secret 
 was a string or binary, one of these fields will be populated     
        
  
String secret = getSecretValueResponse.getSecretString();   
  
if (secret != null) {   
     try {         
                secretsJson  =  objectMapper.readTree(secret);     
           }    
  
     catch  (IOException  e)  {         
                log.error("Exception while retrieving secret values: "  +  e.getMessage()); 
     
           }
}    
  
else  {     
     log.error("The Secret String returned is null");   
  
     return null;       
  
     } 
     String  host  =  secretsJson.get("host").textValue(); 
     String  port  =  secretsJson.get("port").textValue(); 
     String  dbname  =  secretsJson.get("dbname").textValue(); 
     String  username  =  secretsJson.get("username").textValue(); 
     String  password  =  secretsJson.get("password").textValue();
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Amazon EMR クラスターの起動
時に転送中の暗号化を監視する

}

Amazon EMR クラスターの起動時に転送中の暗号
化を監視する

作成者:スザンヌ・カングノー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: 分析、ビッグ
データ、クラウドネイティブ、
セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンス

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: Amazon EMR; 
Amazon SNS; AWS CloudTrail; 
Amazon CloudWatch

概要
このパターンは、起動時に Amazon EMR クラスターを監視し、転送中の暗号化が有効になっていない場
合はアラートを送信するセキュリティ制御を提供します。 

Amazon EMR は、Apache Hadoop などのビッグデータフレームワークの実行を簡素化して、データを
処理および分析するウェブサービスです。Amazon EMR では、マッピングの実行とステップ数の削減を
parallel うことで、膨大な量のデータを費用対効果の高い方法で処理できます。

データを暗号化することで、権限のないユーザーが保存データや転送中のデータにアクセスしたり、デー
タを読み取ったりすることを防ぎます。保存データとは、各ノードのローカルファイルシステム、Hadoop 
分散ファイルシステム (HDFS)、またはアマゾンSimple Storage Service (Amazon S3) を通じて EMR 
ファイルシステム (EMRFS) などのメディアに保存されているデータを指します。転送中のデータと
は、ネットワークを移動し、ジョブの合間に転送されるデータを指します。転送中の暗号化は、Apache 
Spark、Apache TEZ、Apache Hadoop、Apache HBase、および Presto のオープンソースの暗号化機能を
サポートしています。暗号化を有効にするには、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、コンソール、
または AWS SDK からセキュリティ設定を作成し、データ暗号化設定を指定します。転送中の暗号化用の
暗号化アーティファクトは、次の 2 つの方法で提供できます。

• 証明書の圧縮ファイルを Amazon S3 にアップロードします。
• 暗号化アーティファクトを提供するカスタム Java クラスを参照する。

このパターンに含まれるセキュリティコントロールは API コールを監視し、RunJobFlowアクションで 
Amazon CloudWatch Events イベントを生成します。このイベントは、Python スクリプトを実行する 
AWS Lambda 関数を呼び出します。この関数は、イベント JSON 入力から EMR クラスター ID を取得
し、次のチェックを実行してセキュリティ違反があるかどうかを判断します。

• EMR クラスターに Amazon EMR 固有のセキュリティ設定があるかどうかを確認します。
• クラスターにセキュリティ構成がある場合は、転送中の暗号化が有効になっているかどうかを確認しま

す。
• クラスターにセキュリティ設定がない場合は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使

用して、指定した E メールアドレスにアラートを送信します。通知には、EMR クラスター名、違反の
詳細、AWS リージョンとアカウント情報、および通知元の AWS Lambda ARN (Amazon リソースネー
ム) が指定されます。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• このパターンで提供される Lambda コードをアップロードするための S3 バケット。
• 違反通知を受け取りたいメールアドレス。
• Amazon EMR のロギングが有効になっており、すべての API ログにアクセスできます。

機能制限

• このディテクティブコントロールは地域ごとに行われるため、監視する各 AWS リージョンにデプロイ
する必要があります。

製品バージョン

• Amazon EMR リリース 4.8.0 以降。

アーキテクチャ
ワークフローアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS StackSets Cloudformationを使用して、監視したい複
数のアカウントにテンプレートをデプロイできます。

Tools
AWS サービス

• Amazon EMR — Amazon EMR は、でビッグデータフレームワーク (Apache Hadoop や Apache Spark
など) の実行を簡素化して、ビッグデータを処理および分析するマネージドクラスタープラットフォー
ムです。これらのフレームワークと、関連するオープンソースプロジェクトを使用することで、分析
用のデータやビジネスインテリジェンスワークロードを処理できます。また、Amazon EMR を使用し
て、大量のデータを変換し、Amazon S3 や Amazon DynamoDB などの他の AWS データストアやデー
タベースにデータを出し入れすることができます。

• AWS Cloudformation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫した
プロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わり
に、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動
および構成できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにわたってスタックを管理およびプ
ロビジョニングできます。

• AWS Cloudwatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を記述したシステム
イベントのストリームをほぼリアルタイムに配信します。 CloudWatch イベントは、運用上の変更が生
じると同時にそれらを認識して対応し、環境に応答するためのメッセージを送信する、機能をアクティ
ブ化する、変更を行う、および状態情報を収集することによって、必要に即した是正措置を講じます。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行でき
るコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリク
エストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケーリングします。課金は実際に消費したコン
ピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。
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叙事詩

• AWS SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアド
レスを含む、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ送信を調整および管理します。サブスクラ
イバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。ま
た、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

このパターンには、次の 2 つのファイルを含む添付ファイルが含まれます。

• EMRInTransitEncryption.zipセキュリティコントロール (Lambda コード) を含む圧縮ファイルで
す。

• EMRInTransitEncryption.yml CloudFormation セキュリティコントロールを展開するテンプレート
です。

これらのファイルの使用方法については、「エピック」セクションを参照してください。

叙事詩
セキュリティコントロールを導入

タスク 説明 必要なスキル

コードを S3 バケットにアップ
ロードします。

新しい S3 バケットを
作成するか、既存の 
S3EMRInTransitEncryption.zip
バケットを使用して添付ファ
イル (Lambda コード) をアッ
プロードします。このバケット
は、 CloudFormation 評価するテ
ンプレートおよびリソースと同
じ AWS リージョンにあることが
必要です。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

S3 バケットと同じ 
AWS リージョンで 
Cloudformation コンソールを開
き、EMRInTransitEncryption.yml添
付ファイルに記載されている
ファイルをデプロイします。次
のエピックでは、テンプレート
パラメータに値を指定します。

クラウドアーキテクト、

CloudFormation テンプレート内のパラメータを入力します

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケット名を指定します。 最初のエピックで作成または
選択した S3 バケットの名前
を入力します。この S3 バケッ
トには、Lambda コードの.zip 
ファイルが含まれており、 
CloudFormation 評価対象のテン

クラウドアーキテクト

2527

https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
プレートおよびリソースと同じ 
AWS リージョンにあることが必
要です。

S3 キーを指定します。 S3 バケット内の Lambda 
コード.zip ファイルの場
所を、先頭にスラッシュ 
(EMRInTransitEncryption.zipま
たはcontrols/
EMRInTransitEncryption.zip) 
を付けずに指定します。

クラウドアーキテクト

E メールアドレスを入力します。 違反通知を受け取る、有効な E 
メールアドレスを指定します。 

クラウドアーキテクト

ロギングレベルを指定します。 Lambda ログのログレベルと詳
細度を指定します。 Infoアプ
リケーションの進行状況に関
する詳細な情報メッセージを
指定します。このメッセージは
デバッグにのみ使用してくださ
い。 Errorアプリケーションの
実行を継続できる可能性のある
エラーイベントを指定します。
Warning潜在的に有害な状況を
示します。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

E メールサブスクリプションを確
認します。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、指定
したメールアドレスに購読メー
ルメッセージが送信されます。
通知を受け取るには、このメー
ル購読を確認する必要がありま
す。                                               
        

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (AWS CloudFormation ドキュメント)
• 暗号化オプション (Amazon EMR ドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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Amazon ElastiCache クラスター

の保存時の暗号化を監視する

Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化
を監視する

作成者:スザンヌ・カングノー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリ
ティ、ID、コンプライアンス、
データベース、インフラストラ
クチャ、クラウドネイティブ

ワークロード: オープンソース

AWS サービス: Amazon SNS; 
アマゾン CloudWatch; アマゾン 
ElastiCache

概要
Amazon ElastiCache はクラウドでのインメモリデータストアまたはキャッシュ環境の分散のための、高
パフォーマンス、拡張性、コストパフォーマンスに優れたキャッシュソリューションを提供するAmazon 
Web Services (AWS) サービスです。高スループットで低レイテンシーのインメモリデータストアから
データを取得します。この機能により、キャッシュ、セッションストア、ゲーム、地理空間サービス、リ
アルタイム分析、キューイングなどのリアルタイムユースケースで広く使用されています。 ElastiCache 
には Redis データストアと Memcached データストアがあり、どちらもミリ秒未満の応答時間を実現して
います。

データの暗号化は、権限のないユーザーが Redis クラスターや関連するキャッシュストレージシステムに
ある機密データを読み取ることを防ぐのに役立ちます。これには、保存データと呼ばれる永続メディアに
保存されたデータと、クライアントとキャッシュサーバーの間をネットワークを介して転送中に傍受され
る可能性のあるデータ（転送中のデータと呼ばれます）が含まれます。

AtRestEncryptionEnabledパラメータを true に設定することで、レプリケーショングループを作成すると
きに Redis の保存時の暗号化を有効にできます。 ElastiCache このパラメータを有効にすると、同期、
バックアップ、スワップオペレーション中にディスクが暗号化され、Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) に保存されたバックアップが暗号化されます。保管時の暗号化は、既存のレプリケーション
グループでは有効化できません。レプリケーショングループを作成すると、次の 2 つの方法で保存時の暗
号化を有効にできます。

• 保存時にサービス管理の暗号化を使用するデフォルトオプションを選択します。
• カスタマー管理のキーを使用し、AWS Key Management Service (AWS KMS) からキー ID または 

Amazon Resource Name (ARN) を提供することによって。

このパターンは、API コールを監視し、CreateReplicationGroupオペレーション時に Amazon CloudWatch 
Events イベントを生成するセキュリティコントロールを提供します。このイベントは、Python スクリプ
トを実行する AWS Lambda 関数を呼び出します。この関数は、イベント JSON 入力からレプリケーショ
ングループ ID を取得し、次のチェックを実行してセキュリティ違反があるかどうかを判断します。

• AtRestEncryptionEnabledキーが存在するかどうかを確認します。
• AtRestEncryptionEnabled存在する場合は、値が true かどうかをチェックします。
• AtRestEncryptionEnabled値が false に設定されている場合は、Amazon Simple Notification Service 

(Amazon SNS) 通知を使用して、違反を追跡し、指定したメールアドレスに違反メッセージを送信する
変数を設定します。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 提供された Lambda コードをアップロードするための S3 バケット
• 違反通知を受け取りたいメールアドレス。
• ElastiCache ロギングが有効になっているため、すべての API ログにアクセスできます。

機能制限

• このディテクティブコントロールは地域ごとに行われるため、監視する各 AWS リージョンにデプロイ
する必要があります。

• コントロールは、Virtual Private Cloud (VPC) で実行中のレプリケーショングループをサポートします。
• コントロールは、以下のノードタイプを実行しているレプリケーショングループをサポートします。

• R5、R4、R3
• M5、M4、M3
• T3、T2

製品バージョン

• ElastiCache Redis バージョン 3.2.6 以降用

アーキテクチャ
ワークフローアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS StackSets Cloudformationを使用して、監視したい複
数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
AWS サービス

• Amazon ElastiCache — Amazon では、AWS クラウドでの分散インメモリ分散キャッシュ環境のセット
アップ、管理、 ElastiCache およびスケーリングが簡単になります。高パフォーマンス、サイズ変更、
コストパフォーマンスに優れたインメモリキャッシュを提供するとともに、分散キャッシュ環境のデプ
ロイと管理に伴う複雑さを解消します。 ElastiCache Redis エンジンと Memcached エンジンの両方で
動作します。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し
たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わ
りに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起
動および構成できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにわたってスタックを管理および
プロビジョニングできます。

• AWS Cloudwatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を示すシステムイベ
ントのストリームをほぼリアルタイムのストリームとして提供します。 CloudWatch イベントは、運用
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叙事詩

上の変更が生じると同時にそれらを認識し、応答メッセージを環境に送り、機能をアクティブ化し、状
態情報を収集することによって、修正アクションを実行します。

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理なしでもコードを実行し、サ
ポートするコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数
個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費した
コンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しませ
ん。 

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールア
ドレスを含め、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ送信を調整および管理します。サブスク
ライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。
また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

このパターンには、次の 2 つのファイルを含む添付ファイルが含まれます。

• ElasticCache-EncryptionAtRest.zipセキュリティコントロール (Lambda コード) を含む圧縮
ファイルです。

• elasticache_encryption_at_rest.yml CloudFormation セキュリティコントロールを展開するテ
ンプレートです。

これらのファイルの使用方法については、「エピック」セクションを参照してください。

叙事詩
セキュリティコントロールを導入

タスク 説明 必要なスキル

コードを S3 バケットにアップ
ロードします。

新しい S3 バケットを作成す
るか、既存の S3 バケットを
使用して、ElastiCache-
EncryptionAtRest.zip添付
ファイル (Lambda コード) を
アップロードします。このバ
ケットは、評価するリソースと
同じ AWS リージョンにある必要
があります。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

S3 バケットと同じ 
AWS リージョンで 
Cloudformation コンソールを開
き、elasticache_encryption_at_rest.yml添
付ファイルに記載されている
ファイルをデプロイします。次
のエピックでは、テンプレート
パラメータに値を指定します。

クラウドアーキテクト
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関連リソース

CloudFormation テンプレート内のパラメータを入力します

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケット名を指定します。 1 つ目のエピックで作成または
選択した S3 バケットの名前を入
力します。この S3 バケットには 
Lambda コードの.zip ファイルが
含まれており、 CloudFormation 
評価対象のテンプレートおよび
リソースと同じ AWS リージョン
にある必要があります。 

クラウドアーキテクト

S3 キーを指定します。 S3 バケット内の Lambda コー
ド.zip ファイルの場所を、先頭
にスラッシュ (ElasticCache-
EncryptionAtRest.zipまた
はcontrols/ElasticCache-
EncryptionAtRest.zip) を付
けずに指定します。

クラウドアーキテクト

E メールアドレスを入力します。 違反通知を受け取る、アクティ
ブな E メールアドレスを指定し
ます。 

クラウドアーキテクト

ロギングレベルを指定します。 ログレベルと詳細度を指定しま
す。 Infoアプリケーションの進
行状況に関する詳細な情報メッ
セージを指定します。このメッ
セージはデバッグにのみ使用し
てください。 Errorアプリケー
ションの実行を継続できる可能
性のあるエラーイベントを指定
します。 Warning潜在的に有害
な状況を示します。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

E メールサブスクリプションを確
認します。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、指定
したメールアドレスに購読メー
ルメッセージが送信されます。
通知を受け取るには、このメー
ル購読を確認する必要がありま
す。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (AWS CloudFormation ドキュメント)
• Redis ElastiCache 用の保存時暗号化 (Amazon ElastiCache ドキュメント)
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添付ファイル

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

AWS Config を使用して EC2 インスタンスのキー
ペアを監視する

ワシム・ベンハラム (AWS) とヴィクラント・テルカー (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリティティ
ティティティティティティティ
ティティ

AWS サービス: Amazon SNS; 
AWS Config; AWS Lambda

概要
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスをAmazon Web Services (Amazon EC2) クラ
ウド上で起動する場合のベストプラクティスは、インスタンスに接続するために既存のkey pair を作成ま
たは使用することです。key pair は、インスタンスに保存されているパブリックキーとユーザーに提供さ
れるプライベートキーで構成されており、Secure Shell (SSH) を介してインスタンスに安全にアクセスで
き、パスワードを使用する必要がありません。ただし、ユーザーがkey pair をアタッチせずに誤ってイン
スタンスを起動してしまうことがあります。キーペアはインスタンスの起動時にのみ割り当てることがで
きるため、キーペアなしで起動したインスタンスをすばやく特定して非準拠としてフラグを立てることが
重要です。これは、インスタンスアクセスにキーペアの使用が義務付けられているアカウントや環境で作
業する場合に特に便利です。

このパターンは、AWS Config でカスタムルールを作成して EC2 インスタンスのキーペアを監視する方法
を示しています。インスタンスが非準拠として識別されると、Amazon EventBridge イベントによって開
始された Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を用いて送信されます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 監視する AWS リージョンの AWS Config が有効で、すべての AWS リソースを記録するように設定さ

れています。

機能制限

• このソリューションはリージョンに固有のものです。すべてのリソースは同じ AWS リージョンで作成
する必要があります。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック
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Tools

• AWS Config
• アマゾン EventBridge
• AWS Lambda
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

1. AWS Config によってルールが開始されます。
2. このルールは、Lambda 関数を呼び出し、EC2 インスタンスのコンプライアンスを評価します。
3. Lambda 関数は、更新されたコンプライアンス状態を AWS Config に送信します。
4. AWS Config EventBridge はにイベントを送信します。
5. EventBridge コンプライアンス変更通知を SNS トピックに公開します。
6. Amazon SNS はアラートをメールで送信します。

自動化とスケーリング

このソリューションでは、リージョン内の任意の数の EC2 インスタンスを監視できます。

Tools
Tools

• AWS Config は、AWS リソースの設定を評価、監査、評価できるようにするサービスです。AWS 
Config は、すべての AWS リソース設定を継続的に監視および記録するため、記録された設定を、必要
な設定に照らして自動的に評価することができます。

• Amazon EventBridge — Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのデータに接続
するためのサーバーレスイベントバスサービスです。

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードを実行した
り、ワークロードに対応したクラスタースケーリングロジックの作成、イベント統合の維持、ランタイ
ムの管理などを行うサーバーレスコンピューティングサービスです。

• Amazon SNS — アマゾンSimple Notification Service (Amazon SNS) は、(A2A) 通信と application-to-
application application-to-person (A2P) 通信の両方に対応するフルマネージドメッセージングサービスで
す。

Code

Lambda 関数のコードが添付されています。 

エピック
Amazon EC2 コンプライアンスを評価する Lambda 関数を作成する

タスク 説明 必要なスキル

Lambda の AWS Identity and 
Access Management (IAM) ロー
ルを作成する

AWS マネジメントコンソールで
IAM を選択し、Lambda を信頼
できるエンティティとして使用
し、AmazonEventBridgeFullAccessAWSConfigRulesExecutionRoleお
よび権限を追加してロール

DevOps
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
を作成します。詳細について
は、AWS ドキュメントを参照し
てください。

Lambda 関数を作成してデプロイ
します。

1. Lambda コンソールで、ラン
タイムとして Python 3.6 を
使用し、以前に作成した IAM 
ロールを使用して、Author を
最初から使用して関数を作
成します。Amazon リソース
ネーム (ARN) を記録しておき
ます。

2. 「コード」タブ
でlambda_function.py、
このパターンに添付されてい
るコードを選択して貼り付け
ます。 

3. 変更を保存するには、[デプロ
イ] を選択します。 

DevOps

カスタム AWS Config ルールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

カスタム AWS Config ルールを
追加します。

AWS Config コンソールで、以下
の設定を使用してカスタムルー
ルを追加します。

• ARN — 以前に作成された 
Lambda 関数の ARN

• トリガータイプ — 構成の変更
• 変更範囲 — リソース
• リソースタイプ — Amazon 

EC2 インスタンス

詳細については、AWS ドキュメ
ントを参照してください。

DevOps

コンプライアンス変更イベントが検出されたときの電子メール通知の設定

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックおよびサブスクリ
プションを作成します。

Amazon SNS コンソールで、タ
イプとして Standard を使用して
トピックを作成し、Email をプロ
トコルとして使用してサブスク
リプションを作成します。

確認メールメッセージを受け
取ったら、サブスクリプショ

DevOps
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ンを確認するリンクを選択しま
す。

詳細については、AWS ドキュメ
ントを参照してください。

Amazon SNS EventBridge 通知
を開始するルールを作成しま
す。

EventBridge コンソールで、次の
設定を使用してルールを作成し
ます。

• サービス名 — AWS Config
• イベントタイプ — Config ルー

ルのコンプライアンス変更
• メッセージタイプ — 特

定のメッセージタイプ、 
ComplianceChangeNotification

• 特定のルール名 — 以前に作成
した AWS Config ルールの名
前

• ターゲット — SNS トピック、
以前に作成したトピック

詳細については、AWS ドキュメ
ントを参照してください。

DevOps

ルールと通知を確認します。

タスク 説明 必要なスキル

EC2 インスタンスを作成しま
す。

任意のタイプの EC2 インスタン
スを 2 つ作成してkey pair をア
タッチし、key pair なしで EC2 
インスタンスを 1 つ作成しま
す。

DevOps

ルールを確認します。 1. AWS Config コンソールの 
[ルール] ページで、ルールを
選択します。

2. 準拠している EC2 インスタン
スと非準拠の EC2 インスタ
ンスを確認するには、スコー
プ内のリソースを [すべて] に
変更します。2 つのインスタ
ンスが準拠していると表示さ
れ、1 つのインスタンスが非
準拠として表示されているこ
とを確認します。 

3. EC2 インスタンスのコン
プライアンス状態に関する 
Amazon SNS E メール通知が
届くのを待ちます。 

DevOps
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関連リソース

関連リソース
• AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成
• AWS Config でのカスタムルールの作成
• Amazon SNS トピックを作成する
• Amazon SNS トピックへサブスクライブする
• Amazon でルールを作成する EventBridge

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

ElastiCache セキュリティグループのクラスターを
監視

作成者:スザンヌ・カングノー (AWS)

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリ
ティ、ID、コンプライアンス、
データベース、インフラストラ
クチャ、クラウドネイティブ

AWS サービス: Amazon SNS; 
AWS; アマゾン CloudTrail 
CloudWatch; アマゾン 
ElastiCache

概要
Amazon ElastiCache は Amazon Web Services (AWS) サービスで、クラウドでのインメモリデータスト
アまたはキャッシュ環境の分散に使用する、高パフォーマンス、拡張性、コストパフォーマンスに優れ
たキャッシュソリューションです。高スループットで低レイテンシーのインメモリデータストアからデー
タを取得します。この機能により、キャッシュ、セッションストア、ゲーム、地理空間サービス、リアル
タイム分析、キューイングなどのリアルタイムユースケースで広く使用されています。 ElastiCache には 
Redis データストアと Memcached データストアがあり、どちらもミリ秒未満の応答時間を実現していま
す。

セキュリティグループは、 ElastiCache インスタンスの仮想ファイアウォールとして機能し、インバウン
ドトラフィックとアウトバウンドトラフィックをコントロールします。セキュリティグループは、サブ
ネットレベルでなくインスタンスレベルで動作します。セキュリティグループごとに、インスタンスへの
インバウンドトラフィックをコントロールする 1 セットのルールと、アウトバウンドトラフィックをコン
トロールする一連のルールを個別に追加します。許可ルールを指定できます。拒否ルールは指定できませ
ん。

このパターンにより、API 呼び出しを監視し、、、ModifyReplicationGroupおよびオペレーションで 
Amazon CloudWatch Events CreateReplicationGroupイベントを生成するセキュリティ制御が可能にな
ります。CreateCacheClusterModifyCacheClusterこのイベントは、Python スクリプトを実行する AWS 
Lambda 関数を呼び出します。この関数は、イベント JSON 入力からレプリケーショングループ ID を取
得し、次のチェックを実行してセキュリティ違反があるかどうかを判断します。

• クラスターのセキュリティグループが Lambda 関数で設定されたセキュリティグループと一致するかど
うかを確認します。
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• クラスターのセキュリティグループが一致しない場合、関数は Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) 通知を使用して、指定した E メールアドレスに違反メッセージを送信します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 提供された Lambda コードをアップロードする S3 バケット。
• 違反通知を受け取りたいメールアドレス。
• ElastiCache ロギングが有効になっているため、すべての API ログにアクセスできます。

機能制限

• このディテクティブコントロールは地域ごとのもので、監視する各 AWS リージョンにデプロイする必
要があります。

• コントロールは、Virtual Private Cloud (VPC) で実行中のレプリケーショングループをサポートします。

アーキテクチャ
ワークフローアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS StackSets Cloudformationを使用して、監視したい複
数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
AWS サービス

• Amazon ElastiCache — Amazon ElastiCache は、AWS クラウドでの分散インメモリキャッシュ環境の
セットアップ、管理、スケーリングが簡単になります。高パフォーマンス、拡張性、コストパフォーマ
ンスに優れたインメモリキャッシュを提供するとともに、分散キャッシュ環境のデプロイと管理に伴う
複雑さを解消します。 ElastiCache Redis エンジンと Memcached エンジンの両方で動作します。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し
たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わ
りに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起
動および構成できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにわたってスタックを管理および
プロビジョニングできます。

• AWS Cloudwatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を記述したシステ
ムイベントのストリームをほぼリアルタイムに配信します。 CloudWatch イベントは、運用上の変更が
生じると同時にそれらを認識し、環境に応答するためのメッセージを送信する、機能をアクティブ化す
る、変更を行う、および状態情報を収集することによって、必要に即した是正措置を講じます。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行でき
るコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリク
エストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケーリングします。課金は実際に消費したコン
ピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。 
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エピック

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールア
ドレスを含め、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ送信を調整および管理します。サブスク
ライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。
また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

このパターンには、次の 2 つのファイルを含む添付ファイルが含まれます。

• ElastiCacheAllowedSecurityGroup.zipセキュリティコントロール (Lambda コード) を含む圧縮
ファイルです。

• ElastiCacheAllowedSecurityGroup.yml CloudFormation セキュリティコントロールを展開する
テンプレートです。

これらのファイルの使用方法については、「エピック」セクションを参照してください。

エピック
セキュリティコントロールを導入

タスク 説明 必要なスキル

コードを S3 バケットにアップ
ロードします。

新しい S3 バケットを作成する
か、既存の S3 バケットを使用し
て、ElastiCacheAllowedSecurityGroup.zip添
付ファイル (Lambda コード) を
アップロードします。このバ
ケットは、評価するリソースと
同じ AWS リージョンに存在する
必要があります。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

S3 バケットと同じ 
AWS リージョンで 
Cloudformation コンソールを開
き、ElastiCacheAllowedSecurityControl.yml添
付ファイルに記載されている
ファイルをデプロイします。次
のエピックでは、テンプレート
パラメータに値を指定します。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレート内のパラメータを入力します。

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケット名を指定します。 最初のエピックで作成または選
択した S3 バケットの名前を入力
します。この S3 バケットには 
Lambda コードの.zip ファイルが
含まれており、 CloudFormation 
評価対象のテンプレートおよび
リソースと同じ AWS リージョン
にあることが必要です。 

クラウドアーキテクト
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タスク 説明 必要なスキル

S3 キーを指定します。 S3 バケット内の Lambda 
コード.zip ファイルの場
所を、先頭にスラッシュ 
(ElasticCacheAllowedSecurityGroup.zipま
たはcontrols/
ElasticCacheAllowedSecurityGroup.zip) 
を付けずに指定します。

クラウドアーキテクト

E メールアドレスを入力します。 違反通知を受け取る E メールア
ドレスを入力します。

クラウドアーキテクト

ロギングレベルを指定します。 ログレベルと詳細度を指定しま
す。 Info アプリケーション
の進行状況に関する詳細な情
報メッセージを指定するので、
デバッグにのみ使用してくださ
い。 Error アプリケーションの
実行を継続できる可能性のある
エラーイベントを指定します。
Warning 潜在的に有害な状況を
示します。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

E メールサブスクリプションを確
認します。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、指定
したメールアドレスに購読メー
ルメッセージが送信されます。
通知を受け取るには、このメー
ル購読を確認する必要がありま
す。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (AWS CloudFormation ドキュメント)
• Amazon VPC ElastiCache とセキュリティ (Amazon ElastiCache for Redis ドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

IAM ルートユーザーのアクティビティを監視
モステファ・ブロウギ (AWS) によって作成されました
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概要

コードリポジトリ:

• aws-iam-root-user-アクティビ
ティモニター

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、管理とガバナンス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス: EventBridgeアマ
ゾン、AWS Lambda、Amazon 
SNS、AWS Identity and Access 
Management

概要
Amazon Web Services (AWS) アカウントにはすべて root ユーザーがいます。AWS Identity and Access 
Management (IAM) 用だけに使用する予定です。完全なリストについては、AWS アカウント管理リファレ
ンスガイドの「ルートユーザー認証情報を必要とするタスク」を参照してください。ルートユーザーはす
べての AWS リソースと請求情報に完全にアクセスできるため、このアカウントを使用せず、アクティビ
ティを監視しないことをお勧めします。ルートユーザーの認証情報が侵害されている可能性があります。

このパターンを使用して、IAM ルートユーザーを監視するイベント駆動型アーキテクチャを設定します。
このパターンでは、複数の AWS アカウント、スポークアカウントを監視し、管理とレポートを 1 つのア
カウント、 hub-and-spoke つまりハブアカウントで一元化するソリューションがセットアップされます。

IAM ルートユーザー認証情報を使用すると、Amazon CloudWatch と AWS CloudTrail はそれぞれアクティ
ビティをログとトレイルに記録します。スポークアカウントでは、Amazon EventBridge ルールがイベン
トをハブアカウントの中央イベントバスに送信します。ハブアカウントでは、 EventBridge ルールによっ
てイベントが AWS Lambda 関数に送信されます。この関数は、ルートユーザーのアクティビティを通知
する Amazon SNS) トピックを使用します。

このパターンでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、監視サービスとイベント処理サービ
スをスポークアカウントにデプロイします。 HashiCorp Terraform テンプレートを使用して、イベント管
理サービスと通知サービスをハブアカウントにデプロイします。

前提条件と制限
前提条件

1. AWS 環境に AWS リソースをデプロイするための権限。
2. CloudFormation スタックセットをデプロイする権限。詳細については、「スタックセットオペレーショ

ンの前提条件 (CloudFormation ドキュメント) を参照してください。
3. TerraForm がインストールされ、使用可能となりました。詳細については、「はじめに — AWS

(Terraform ドキュメント)」を参照してください。
4. 各スポークアカウントの既存のトレイル。詳細については、「AWS 入門 CloudTrail (CloudTrail ドキュ

メント)」を参照してください。
5. トレイルは、 CloudWatch イベントをログに送信するように設定されています。詳細については、「

CloudWatch ログへのイベントの送信 (CloudTrail ドキュメント)」を参照してください。
6. ハブアンドスポークアカウントは AWS Organizations によって管理されている必要があります。

アーキテクチャ
次の図は、実装の構成要素を示しています。
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Tools

1. IAM ルートユーザー認証情報を使用する場合、 CloudWatch CloudTrail アクティビティをそれぞれログ
とトレイルに記録します。

2. スポークアカウントでは、 EventBridge ルールによってハブアカウントの中央イベントバスにイベント
が送信されます。

3. ハブアカウントでは、 EventBridge ルールによってイベントが Lambda 関数に送信されます。
4. Lambda 関数は Amazon SNS トピックを使用して、ルートユーザーのアクティビティを通知します。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用上のリスクを監査
するのに役立ちます。

• Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、AWS サービスから
のログを、安全にアーカイブすることができます。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのリアルタイムデータに接続でき
るように支援するサーバーレスのイベントバスサービスです。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先
を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、他の AWS アカウントのイベントバスなどです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーは、AWS リソースへのアクセスを安全に管理す
るのに役立ちます。

• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピュー
ティングサービスです。コードは必要なときだけに使用する予定です。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ
ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

その他のツールとサービス

• Terraform は、設定ファイル形式のコードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロ
ビジョニングおよび管理するための CLI アプリケーションです。

コードリポジトリ

GitHub このパターンのソースコードとテンプレートはリポジトリにあります。このパターンには次の 2 つ
のテンプレートがあります。

• ハブアカウントにデプロイするリソースを含む Terraform テンプレート
• CloudFormation スポークアカウントにスタックセットインスタンスとしてデプロイするテンプレート

リポジトリの全体構造は以下のとおりです。

. 
 |__README.md 
 |__spoke-stackset.yaml 
 |__hub.tf 
 |__root-activity-monitor-module 
     |__main.tf  # contains Terraform code to deploy resources in the Hub account 
     |__iam      # contains IAM policies JSON files 
         |__ lambda-assume-policy.json          # contains trust policy of the IAM role 
 used by the Lambda function 
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         |__ lambda-policy.json                 # contains the IAM policy attached to the 
 IAM role used by the Lambda function 
     |__outputs  # contains Lambda function zip code

エピックセクションには、 step-by-step テンプレートのデプロイ方法が記載されています。

叙事詩
リソースをハブアカウントにデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

サンプルコードリポジトリをク
ローンします。

1. AWS IAM ルートユーザーアク
ティビティモニターリポジト
リを開きます。

2. ファイルリストの上の [コー
ド] タブで [コード] を選択
し、HTTPS URL をコピーし
ます。

3. コマンドラインインターフェ
イスで、作業ディレクトリを
サンプルファイルを保存する
場所に変更します。

4. 次のコマンドを入力します。

git clone <repoURL>

一般的な AWS

TerraForm テンプレートを更新
します。

1. 組織 ID を取得します。手順
については、「管理アカウン
トを使用した組織の詳細の表
示」を参照してください。

2. クローンしたリポジトリで、
開きますhub.tf。

3. 以下を環境に対して適切な値
で更新します。
• OrganizationId— 組織 

ID を追加します。
• SNSTopicName— Amazon 

SNS トピックに名前を追加
します。

• SNSSubscriptions— 
Amazon SNS 通知の送信先
となる E メールを追加しま
す。

• Region— リソースをデプ
ロイする AWS リージョン
コードを追加します。例え
ば、eu-west-1。

• Tags— タグを追加します。
詳細については、「AWS リ
ソースへのタグ付け (AWS 
General Refererence) を参
照してください。

一般的な AWS
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https://github.com/aws-samples/aws-iam-root-user-activity-monitor
https://github.com/aws-samples/aws-iam-root-user-activity-monitor
https://github.com/aws-samples/aws-iam-root-user-activity-monitor
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https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tagging.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
4. hub.tf ファイルを保存して

閉じます。

リソースを AWS Hub アカウント
にデプロイします。

1. Terraform コマンドラインイン
ターフェイスで、クローンし
たリポジトリのルートフォル
ダーに移動し、次のコマンド
を入力します。

terraform init && 
 terraform plan

2. 出力を確認し、説明されてい
るリソースを作成することを
確認します。

3. 次の コマンドを入力します。

terraform apply

4. プロンプトが表示されたら、
入力してデプロイを確認しま
すyes。

一般的な AWS

スポークアカウントにリソースをデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

1. AWS マネジメントコ
ンソールにサインイン
し、CloudFormation コンソー
ルを開きます。

2. ナビゲーションペインで、
[StackSets] を選択します。

3. StackSetsページの上部に
ある [作成] を選択します 
StackSet。

4. [権限] で、[サービス管
理権限] を選択します。
CloudFormation は、AWS 
Organizations によって管理
されるターゲットアカウント
へのデプロイに必要なアクセ
ス許可が自動的に設定されま
す。

5. [前提条件-テンプレートの準
備] で、[テンプレートの準備
完了] を選択します。

6. [テンプレートを指定] で、[テ
ンプレートファイルをアップ
ロード] を選択します。

7. [ファイルを選択] を選択
し、複製したリポジトリ

一般的な AWS
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https://console.aws.amazon.com/cloudformation
https://console.aws.amazon.com/cloudformation


AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
でを選択しますspoke-
stackset.yaml。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [ StackSet 詳細の指定) ページ

で、スタックセットの名前を
入力します。

10.[パラメータ] で、ハブアカウ
ントのアカウント ID を入力
し、[次へ] を選択します。

11.StackSet [オプションの設定]
ページの [タグ] で、タグを追
加します。

12.[実行設定] で [非アクティブ] 
を選択し、[次へ] を選択しま
す。

13.「デプロイオプションの設
定」ページで、スタックセッ
トをデプロイする組織ユニッ
トとリージョンを指定し、
「次へ」を選択します。

14.[Review (Review))] ページで、
[IAM CloudFormation リソース
がカスタム名で作成される場
合があることを承認します。 
CloudFormation スタックセッ
トのデプロイを開始します。

詳細と手順については、
「スタックセットの作成
(CloudFormation ドキュメン
ト)」を参照してください。

(オプション) 通知をテストする

タスク 説明 必要なスキル

ルートユーザーは、ルートユー
ザー認証情報を使用します。

1. ルートユーザーは、ルート
ユーザーの認証情報を使用し
て、スポークアカウントまた
はハブアカウントにサインイ
ンします。

2. 指定した E メールアカウント
が Amazon SNS 通知を受信す
ることを確認します。

一般的な AWS

関連リソース
• セキュリティのベストプラクティス (IAM ドキュメント)
• での作業 StackSets (CloudFormation ドキュメンテーション)
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-getting-started-create.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

• はじめに (Terraform ドキュメント)

追加情報
Amazon GuardDuty は、AWS 環境における予期しないアクティビティ、不正の可能性があるアクティ
ビティを識別する継続的セキュリティモニタリングサービスです。このソリューションに代わる方法と
して、有効にすると GuardDuty、root ユーザーの認証情報が使用されたときに警告が表示されます。 
GuardDuty 結果はでPolicy:IAMUser/RootCredentialUsage、デフォルトの重要度は Low です。詳
細については、「Amazon GuardDuty 調査結果の管理」を参照してください。

IAM ユーザーが作成されたときに通知を送信する
マンシ・スラトワラ (AWS) とセルゲイ・シェフチェンコ (AWS) が作成

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、インフラストラクチャ

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:Amazon 
SNS、AWS Identity and 
Access Management、AWS 
Lambda、Amazon CloudWatch

概要
Amazon Web Services（AWS）では、このパターンを使用して AWS CloudFormation テンプレートをデプ
ロイし、AWS Identity and Access Management（IAM）ユーザーが作成されたときに自動的に通知を受け
取ることができます。 

IAM を使用すると、AWS のサービスとリソースへのアクセスを安全に管理できます。AWS のユーザーと
グループを作成および管理し、許可を使用して AWS リソースへのアクセスを許可および拒否できます。

CloudFormation テンプレートは Amazon CloudWatch イベントイベントと AWS Lambda 関数を作成しま
す。このイベントは AWS CloudTrail を使用して、AWS アカウントで作成されている IAM ユーザーを監視
します。ユーザーが作成されると、 CloudWatch イベントイベントによって Lambda 関数が開始され、新
しいユーザー作成イベントを通知する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知が送信され
ます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS CloudTrail トレイルの作成とデプロイ

機能制限

• AWS CloudFormation CreateUser テンプレートは目的でのみデプロイする必要があります。 
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https://learn.hashicorp.com/collections/terraform/aws-get-started
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/findings_management.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• IAM
• AWS CloudTrail
• CloudWatch アマゾンイベント
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

CloudFormation このテンプレートは、さまざまな AWS リージョンとアカウントで複数回使用できます。
各リージョンまたはアカウントで一度だけ実行する必要があります。

Tools
Tools

• IAM — AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスをセキュアに制御
するためのウェブサービスです。IAM により、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を承認す
る (アクセス許可を持たせる) かを制御します。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は Amazon Web Services リソースのモデル化および
セットアップに役立つため、AWS で実行するアプリケーションにさらに注力できるようになります。必
要なすべての AWS リソースを記述するテンプレートを作成すれば、これらのリソースのプロビジョニ
ングと設定をお客様に代わって行います。 CloudFormation

• AWS CloudTrail — AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運
用とリスクの監査管理に役立ちます。ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行された
アクションは、にイベントとして記録されます CloudTrail。イベントには、AWS マネジメントコンソー
ル、AWS コマンドラインインターフェイス、AWS SDK や API で実行されるアクションが含まれます。

• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS near-real-time リソースの変更を
示すシステムイベントのストリームを配信します。 

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコード実行に役
立つコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリ
クエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。 

• Amazon S3 Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。Simple 
Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保
存および取得できます。

• Amazon SNS — Amazon SNS Simple Notification Service (Amazon SNS) は、Lambda、HTTP、E メー
ル、モバイルプッシュ通知、モバイルテキストメッセージ (SMS) を使用してメッセージ配信を行うマ
ネージドサービスです。

Code

プロジェクトの.zip ファイルを添付できます。
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
Lambda スクリプト用の S3 バケットの作成

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソールを開
き、S3 バケットを選択または作
成します。この S3 バケットは 
Lambda コードの.zip ファイルを
ホストします。S3 バケット名の
先頭にスラッシュを含めること
はできません。

クラウドアーキテクト

Lambda コードを S3 バケットにアップロード

タスク 説明 必要なスキル

Lambda コードをアップロードし
ます。

添付ファイルセクションで提供
されている Lambda コードの.zip 
ファイルを、定義した S3 バケッ
トにアップロードします。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
デプロイします。

CloudFormation コンソー
ルで、 CloudFormation
createIAMuser.yamlこのパ
ターンへの添付ファイルとして
提供されているテンプレートを
デプロイします。次のエピック
では、テンプレートパラメータ
の値を指定します。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレート内のパラメータを入力します

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケット名を指定します。 最初のエピックで作成または選
択した S3 バケットの名前を入力
します。

クラウドアーキテクト

S3 キーを入力します。 S3 バケット内の Lambda コー
ドの.zip ファイルの場所を、先
頭のスラッシュなしで指定しま
す (例:<directory>/<file-
name>.zip)。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

メールアドレスを入力します。 Amazon SNS 通知を受け取るた
めのアクティブな E メールアド
レスを入力してください。

クラウドアーキテクト

ログ記録のレベルを定義しま
す。

Lambda 関数のログレベルと頻
度を定義します。 Infoアプリ
ケーションの進行状況に関する
詳細な情報メッセージを指定し
ます。 Errorアプリケーション
の実行を続行できるエラーイベ
ントを指定します。 Warning潜
在的に有害な状況を示します。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

テンプレートが正常にデプロイ
されると、指定されたメールア
ドレスにサブスクリプションの
電子メールメッセージが送信さ
れます。通知を受け取るには、
このメール購読を確認する必要
があります。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• トレイルの作成
• S3 バケットの作成
• S3 バケットにファイルをアップロード 
• CloudFormation テンプレートをデプロイする
• IAM ユーザーの作成
• AWS を使用して AWS API CloudWatch コールでトリガーするイベントルールの作成 CloudTrail

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

信頼できるソース IP アドレス範囲を通じて IAM ID 
センターと IAM ユーザーの AWS API へのアクセス
を制限します

モステファ・ブロウギ (AWS) によって作成されました
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-a-trail-using-the-console-first-time.html?icmpid=docs_console_unmapped
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

AWS のサービス:AWS Identity 
and Access Management、AWS 
Organizations

概要
このパターンは、組織ルート、組織単位 (OU)、またはAmazon Web Services (AWS) Organizations のア
カウントにアタッチできるサービスコントロールポリシーです。SCP は、AWS ID およびアクセス管理 
(IAM) ユーザーと AWS IAM ID センター (AWS Single Sign-On の後継) ユーザーの AWS API へのアクセス
を、IAM ID Center ディレクトリ内、またはサードパーティのアイデンティティソースから同期されたも
のに制限します。アクセスは、SCP で指定した信頼できる IP アドレス範囲に制限されます。また、この 
SCP は、AWS Organizations 組織のメンバーアカウントの管理者が IAM で不正な ID プロバイダーを作成
してポリシーをバイパスすることを防ぎます。 

カスタマイズして SCP を作成できる JSON ファイルのサンプルについては、「添付ファイル」セクショ
ンを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• AWS Organizations ですべての機能を有効にしてセットアップされた組織
• 組織のマスターアカウントにアクセスして、SCPを展開するための次のアクションを実行する権限が付

与されています:organizations:CreatePolicyおよびorganizations:AttachPolicy.

機能制限

• SCP は IAM ユーザーと IAM Identity Center ユーザーのみに適用され、クロスアカウントアクセスを制
限しません。

• SCP をリファレンスとして使用して、制限付き IAM ロールパスを通じて IAM 経由のフェデレーテッド
アクセスを制限することもできます。これを行うには、添付ファイルの最後の条件ブロックを適切な値 
(たとえば、"arn:aws:iam::*:role/human-access/federated-access/*") に置き換えます。

Tools
AWS サービス

• AWS Identity and Access Management (IAM) サービスを使用した、誰が認証され、許可されているかを
制御することで、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) サービスの Single Sign-On (SSO) サービスです。AWS 
OrganiAWS Organizations のすべての AWS アカウントの SSO アクセスとユーザー許可を管理できま
す。Security Assertion Markup Markup Language (SAML) 2.0 をサポートするアプリケーションへのアク
セスを管理することもできます。

• AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを、お客様が作成して集中管理する組織に統合するた
めのアカウントサービスです。

Code

添付ファイルには、このパターンの SCP の JSON コンテンツが記載されています。特定の IP アドレス範
囲へのアクセスを制限するには、JSON${sourceip} ファイル内の変数を置き換えます。
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https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_org_support-all-features.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
信頼できる送信元 IP 範囲に基づいて AWS へのアクセスを制限する

タスク 説明 必要なスキル

信頼できる送信元 IP アドレス範
囲を取得します。

SCP に使用したい信頼できる送
信元 IP アドレス範囲を取得しま
す。組織では、Web ゲートウェ
イのパブリック IP アドレスを、
信頼できる送信元 IP アドレス範
囲として使用します。

クラウドエンジニア

SCP を作成します。 添付の JSON ファイルを使
用して SCP を作成します。
アクセスを制限するソース 
IP${sourceip} アドレス範囲
に置き換えます。手順につい
ては、AWS Organizations のド
キュメントの「サービスコント
ロールポリシーの作成、更新、
削除」を参照してください。

クラウドエンジニア

SCPをアカウントに接続してテ
ストします。

AWS マネジメントコンソールま
たは AWS Organizations API を
使用して、作成した SCP をアカ
ウントにアタッチします。手順
については、AWS Organizations 
のドキュメントの「サービスコ
ントロールポリシーをアタッチ
する/デレーションする」を参照
してください。テストを実行し
て、SCP が期待どおりに動作し
ていることを確認します。

クラウドエンジニア

関連リソース
• AWS JSON policy elements: プリンシパル (IAM ドキュメント)
• AWS Organizations のアクション、リソース、条件キー (IAM サービス許可リファレンス)
• サービスコントロールポリシー (SCP) (AWS Organizations ドキュメント)
• マルチアカウント権限 (IAM ID センターのドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

git-secrets を使用して Git リポジトリをスキャンし
て機密情報やセキュリティ上の問題がないか調べる

2551

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_create.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_create.html
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https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_attach.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

作成者:ソーラブ・シン (AWS)

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

ワークロード:オープンソース

概要
このパターンでは、AWS Labs のオープンソースの git-secrets ツールを使用して Git ソースリポジトリを
スキャンし、ユーザーパスワードや AWS アクセスキーなどの機密情報を含む可能性のあるコードや、そ
の他のセキュリティ上の問題があるコードを見つける方法を説明します。

git-secretsコミットをスキャンし、メッセージをコミットし、マージして、シークレットなどの機密情
報が Git リポジトリに追加されるのを防ぎます。たとえば、コミット、コミットメッセージ、またはマー
ジ履歴内のコミットが、設定されている禁止されている正規表現パターンのいずれかと一致する場合、そ
のコミットは拒否されます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• セキュリティスキャンが必要な Git リポジトリ
• Git クライアント (バージョン 2.37.1 以降) がインストールされている

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

• Git
• git-secrets

Tools
• git-secrets は、機密情報を Git リポジトリにコミットできないようにするツールです。
• Git はオープンソースの分散型バージョン管理システムです。

ベストプラクティス
• 必ずすべてのリビジョンを含めて Git リポジトリをスキャンしてください。

git secrets --scan-history
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叙事詩

叙事詩
EC2 インスタンスへのConnect

タスク 説明 必要なスキル

SSH を使用して EC2 インスタン
スConnect。

SSH とkey pair ファイルを使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スConnect。

ローカルマシンでリポジトリ
をスキャンする場合は、このス
テップをスキップできます。

一般的な AWS

Git をインストールします。

タスク 説明 必要なスキル

Git をインストールします。 次のコマンドを使用して Git をイ
ンストールします。

yum install git -y

ローカルマシンを使用してい
る場合は、特定の OS バージョ
ンの Git クライアントをインス
トールできます。詳細について
は、Git ウェブサイトを参照して
ください。

一般的な AWS

ソースリポジトリのクローンを作成し、git-secretsをインストールします

タスク 説明 必要なスキル

Git ソースリポジトリをクローン
します。

スキャンする Git リポジトリをク
ローンするには、ホームディレ
クトリから Git clone コマンドを
選択します。

一般的な AWS

gitシークレットのクローン。 git-secretsGit リポジトリを
クローンします。

git clone https://
github.com/awslabs/git-
secrets.git

実行時に GitPATH  がそれ
を認識できるように、git-
secretsgit-secretsどこかに
配置します。

一般的な AWS
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タスク 説明 必要なスキル

gitシークレットをインストール
します。

UNIX およびバリアント (Linux/
macOS) の場合:

Makefile(git-secretsリポジ
トリに用意されている)install
のターゲットを使用して
ツールをインストールできま
す。PREFIXMANPREFIXおよび
変数を使用してインストールパ
スをカスタマイズできます。

make install

Windows の場合:

PowerShell install.ps1git-
secretsリポジトリで提供さ
れているスクリプトを実行しま
す。このスクリプトは、インス
トールファイルをインストール
ディレクトリ (%USERPROFILE
%/.git-secretsデフォルト) 
にコピーし、そのディレクト
リを現在のユーザーに追加しま
すPATH。

PS > ./install.ps1

ホームブリュー（macOSユー
ザー）の場合：

以下を実行します:

brew install git-secrets

詳細については、「関連リソー
ス」セクションを参照してくだ
さい。

一般的な AWS

Git コードリポジトリをスキャン

タスク 説明 必要なスキル

ソースリポジトリに移動しま
す。

スキャンする Git リポジトリの
ディレクトリに切り替えます。

cd my-git-repository

一般的な AWS

AWS ルールセット (Git フック) 
を登録します。

コミットするたびに Gitgit-
secrets リポジトリをスキャン

一般的な AWS
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
するように設定するには、以下
のコマンドを実行します。

git secrets --register-aws

リポジトリをスキャンします。 次のコマンドを実行して、リポ
ジトリのスキャンを開始しま
す。

git secrets -–scan

一般的な AWS

出力ファイルを確認します。 このツールは、Git リポジトリに
脆弱性が見つかった場合に出力
ファイルを生成します。例:

example.sh:4:AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
 = *********

[ERROR] Matched one or more 
 prohibited patterns

Possible mitigations:
- Mark false positives as 
 allowed using: git config 
 --add secrets.allowed ...
- Mark false positives as 
 allowed by adding regular 
 expressions to .gitallowed 
 at repository's root 
 directory
- List your configured 
 patterns: git config --get-
all secrets.patterns
- List your configured 
 allowed patterns: 
 git config --get-all 
 secrets.allowed
- List your configured 
 allowed patterns 
 in .gitallowed at 
 repository's root directory
- Use --no-verify if this is 
 a one-time false positive

一般的な AWS

関連リソース
• AWS サービスによる Git ウェブフック (AWS クイックスタート)
• git-シークレットツール
• Git リポジトリを AWS に移行 (AWS ハンズオンチュートリアル)
• AWS CodeCommit API リファレンス
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AWS Network Firewall から Slack 

チャンネルにアラートを送信

AWS Network Firewall から Slack チャンネルにア
ラートを送信

ヴェンキ・スリヴァツァフ (AWS) とアロマル・ラージ・ジャヤラジャン (AWS) によって作成されました

コードリポジトリ

• NfwSlackIntegration

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、ネットワーク

AWS サービス:AWS 
Lambda、AWS Network 
Firewall、Amazon S3

概要
このパターンでは、分散デプロイモデルでAmazon Web Services (AWS) ネットワークファイアウォールを
使用してファイアウォールをデプロイする方法と、AWS Network Firewall によって生成されたアラートを
設定可能な Slack チャネルに伝達する方法について説明します。 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) などのコンプライアンス基準では、顧客デー
タを保護するために、ファイアウォールの設置と維持が義務付けられています。AWS クラウドでは、こ
れらのコンプライアンス要件の観点から、仮想プライベートクラウド (VPC) は物理ネットワークと同じ
と見なされます。Network Firewall を使用すると、VPC 間のネットワークトラフィックを監視し、コンプ
ライアンス標準に準拠した VPC で実行されるワークロードを保護できます。Network Firewall は、同じ
アカウント内の他の VPC からの不正アクセスを検出すると、アクセスをブロックするか、アラートを生
成します。ただし、Network Firewall がサポートするアラート配信先の数は限られています。これらの送
信先には、Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon CloudWatch ロググルー
プ、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームが含まれます。これらの通知に対してさらにアクショ
ンを実行するには、Amazon Athena または Amazon Kinesis のいずれかを使用してオフラインで分析する
必要があります。 

このパターンにより、Network Firewall によって生成されたアラートを設定可能な Slack チャンネルに伝
播して、ほぼリアルタイムで次のアクションを実行できるようになります。また、Jira PagerDuty やメー
ルなどの他のアラートメカニズムにも機能を拡張できます。(これらのカスタマイズは、このパターンの対
象外です。) 

前提条件と制限
前提条件

• Slack チャネル (Slack ヘルプセンターの「はじめに」を参照)
• チャンネルにメッセージを送信するために必要な権限
• API トークンを含む Slack エンドポイント URL (アプリを選択し、受信ウェブフックを選択すると URL 

が表示されます。詳細については、Slack API ドキュメントの「受信ウェブフックの作成」を参照してく
ださい) 

• ワークロードサブネット内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) をテストインスタンス
• Network Firewall テストルール
• テストルールをトリガーする実際のトラフィックまたはシミュレートされたトラフィック
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アーキテクチャ

• デプロイするソースファイルを保持する S3 バケット

機能制限

• 現在、このソリューションでは、送信元と送信先の IP アドレスのフィルタとして、単一のクラスレスド
メイン間ルーティング (CIDR) の範囲のみをサポートしています。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• 単一の VPC
• 4 つのサブネット (2 つはファイアウォール用、2 つはワークロード用) 
• インターネットゲートウェイ
• ルール付きの 4 つのルートテーブル 
• アラート送信先として使用される S3 バケットで、Lambda 関数を実行するためのバケットポリシーと

イベント設定が設定されている
• Slack 通知を送信するための実行ロールを持つ Lambda 関数
• Slack URL を保存するための AWS Secrets Manager のシークレット
• アラート設定付きのネットワークファイアウォール
• Slack チャンネル

Slack チャネルを除くすべてのコンポーネントは、 CloudFormation このパターンで提供されるテンプレー
トと Lambda 関数によってプロビジョニングされます (「コード (p. 2557)」セクションを参照)。

ターゲットアーキテクチャ

このパターンは、Slack統合による分散型ネットワークファイアウォールを設定します。このアーキテク
チャは、2 つのアベイラビリティーゾーンを持つ VPC で構成されています。VPC には、2 つの保護対象サ
ブネットと、ネットワークファイアウォールエンドポイントを持つ 2 つのファイアウォールサブネットが
含まれます。保護されたサブネットに出入りするすべてのトラフィックは、ファイアウォールのポリシー
とルールを作成することで監視できます。ネットワークファイアウォールは、すべてのアラートを S3 バ
ケットに配置するように設定されています。この S3 バケットは、putイベントを受信したときに Lambda 
関数を呼び出すように設定されています。Lambda 関数は、設定された Slack URL をSecrets Manager か
ら取得し、通知メッセージを Slack ワークスペースに送信します。 < /p >

このアーキテクチャの詳細については、AWS ブログ記事「AWS Network Firewall のデプロイモデル」を
参照してください。

Tools
AWS サービス

• AWS Network Firewall — AWS Network Firewall は、AWS クラウド内の VPC 向けのステートフルで
マネージド型のネットワークファイアウォールならびに侵入検知および防止サービスです。Network 
Firewall を使用して、VPC の境界でトラフィックをフィルタリングし、AWS のワークロードを保護する
ことができます。

• AWS Secrets Manager — AWS Secrets Manager は、認証情報の保存と取得のためのサービスで
す。Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) 
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ベストプラクティス

を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができ
ます。このパターンでは、Secrets Manager を使用して Slack URL を保存します。

• Amazon S3 — Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービ
スです。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から
任意の量のデータを保存および取得できます。このパターンでは、Amazon S3 を使用して Lambda 
CloudFormation 関数用のテンプレートと Python スクリプトを保存します。また、ネットワークファイ
アウォールのアラートの送信先として S3 バケットを使用します。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化とセットアップ、迅速か
つ一貫したプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。テンプレートを使用
してリソースとその依存関係を記述し、リソースを個別に管理する代わりに、それらをスタックとし
てまとめて起動および設定できます。このパターンでは CloudFormation 、AWS を使用して Firewall 
Manager の分散アーキテクチャを自動的にデプロイします。

Code

このパターンのコードは GitHub、Network Firewall Slack インテグレーションリポジトリにありま
す。srcリポジトリのフォルダには、次の内容があります。

• YAML CloudFormation 形式のファイルセット。これらのテンプレートを使用して、このパターンのコン
ポーネントをプロビジョニングします。

• Lambda 関数を作成するための Python ソースファイル (slack-lambda.py)。
• Lambda 関数コードをアップロードするための.zip アーカイブのデプロイパッケージ (slack-
lambda.py.zip)。

これらのファイルを使用するには、エピックセクションの指示に従ってください。

ベストプラクティス
• AWS Network Firewall セキュリティのベストプラクティス
• Amazon S3 のセキュリティのベストプラクティス

叙事詩
S3 バケットのセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして Amazon 
S3 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/s3/) 
を開きます。

2. コードをホストする S3 バ
ケットを選択するか作成しま
す。S3 バケット名はグローバ
ルに一意であり、名前空間は
すべての AWS アカウントに
よって共有されています。S3 
バケット名の先頭にスラッ
シュを含めることはできませ
ん。このパターンのコードを

アプリ開発者、アプリ所有者、
クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
整理するには、プレフィック
スを付けることをお勧めしま
す。

詳細については、Amazon S3 
ドキュメントの「バケットの作
成」を参照してください。 

CloudFormation テンプレートと 
Lambda コードをアップロードし
ます。

1. GitHub このパターンの次の
ファイルをリポジトリからダ
ウンロードします。
• base.yml
• igw-ingress-route.yml
• slack-lambda.py
• slackLambda.yml
• decentralized-
deployment.yml

• protected-subnet-
route.yml

• slack-lambda.py.zip
2. 作成済みの S3 バケットに

ファイルをアップロードしま
す。 

アプリ開発者、アプリ所有者、
クラウド管理者

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
起動します。

S3 バケットと同じ AWS リー
ジョンで AWS  CloudFormation 
コンソールを開き、base.ymlテ
ンプレートをデプロイします。
このテンプレートは、アラー
トを Slack チャネルに送信する
ために必要な AWS リソースと 
Lambda 関数を作成します。

CloudFormation テンプレート
のデプロイの詳細については、
CloudFormation ドキュメントの
「AWS CloudFormation コンソー
ルでのスタックの作成」を参照
してください。

アプリ開発者、アプリ所有者、
クラウド管理者

テンプレートのパラメータを入
力します。

スタック名を指定し、パラメー
タ値を設定します。パラメー
タのリスト、説明、およびデ
フォルト値については、「追加
情報 (p. 2562)」セクションの
「CloudFormation パラメータ」
を参照してください。

アプリ開発者、アプリ所有者、
クラウド管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

スタックを作成します。 1. スタックの詳細を確認し、環
境要件に基づいて値を更新し
ます。

2. [Create stack] を選択してテン
プレートをデプロイします。

アプリ開発者、アプリ所有者、
クラウド管理者

ソリューションの検証

タスク 説明 必要なスキル

デプロイをテストします。 AWS CloudFormation コン
ソール、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) を使用し
て、ターゲットテクノロジース
タックセクションにリストされ
ているリソースが作成されてい
ることを確認します (p. 2557)。 

CloudFormation テンプレート
が正常にデプロイされない場合
は、pAvailabilityZone1 pAvailabilityZone2 お
よびパラメータに指定した値を
確認してください。これらは、
ソリューションをデプロイする 
AWS リージョンに適している必
要があります。各リージョンの
アベイラビリティーゾーンのリ
ストについては、Amazon EC2 
ドキュメントの「リージョンと
ゾーン」を参照してください。 

アプリ開発者、アプリ所有者、
クラウド管理者

機能のテスト。 1. Amazon EC2 コ
ンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/) 
を開きます。

2. 保護されたサブネットの 1 つ
に EC2 インスタンスを作成し
ます。HTTPS サーバーとして
使用する Amazon Linux 2 AMI 
(HVM) を選択します。手順につ
いては、Amazon EC2 ドキュメ
ントの「インスタンスの起動」
を参照してください。

3. 次のユーザーデータを使用し
て、EC2 インスタンスにウェ
ブサーバーをインストールしま
す。

#!/bin/bash
yum install httpd -y
systemctl start httpd
systemctl stop firewalld

アプリ開発者、アプリ所有者、
クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
cd /var/www/html
echo "Hello!! this is a NFW 
 alert test page, 200 OK" > 
 index.html

4. 次のネットワークファイア
ウォールルールを作成します。

ステートレスルール:

Source: 0.0.0.0/0
Destination 10.0.3.65/32 
 (private IP of the EC2 
 instance)
Action: Forward 

ステートフルルール:

Protocol: HTTP
Source ip/port: Any / Any
Destination ip/port: Any /
Any

5. ステップ 3 で作成した Web 
サーバーのパブリック IP を取得
します。

6. ブラウザでパブリック IP にア
クセスします。ブラウザで、次
のメッセージが表示されます。

Hello!! this is a NFW alert 
 test page, 200 OK 

Slack チャンネルでも通知が届
きます。メッセージのサイズに
よっては、通知が遅れる場合が
あります。テストの目的で、狭
すぎないCIDRフィルターを用
意することを検討してください
（たとえば、/32のCIDR値は狭す
ぎ、/8は広すぎるとみなされま
す）。詳細については、「追加
情報 (p. 2562)」の「フィルター
の動作」セクションを参照して
ください。

関連リソース
• AWS Network Firewall デプロイモデル (AWS ブログ記事)
• AWS Network Firewall ポリシー (AWS ドキュメント)
• Network Firewall Slack インテグレーション (GitHub リポジトリ)
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追加情報

• Slack ワークスペースを作成する (Slack ヘルプセンター)

追加情報
CloudFormation パラメータ

パラメータ 説明 デフォルト値またはサンプル値

pVpcName 作成する VPC の名前。 検査

pVpcCidr 作成する VPC の CIDR 範囲。 10.0.0.0/16

pVpcInstanceTenancy EC2 インスタンスがどのように
物理ハードウェアに分散される
か。オプションはdefault  (共
有テナント) またはdedicated 
(シングルテナント) です。

デフォルト

pAvailabilityZone1 インフラストラクチャの最初のア
ベイラビリティーゾーン。 

us-east-2a 

pAvailabilityZone2 インフラストラクチャの 2 番目
のアベイラビリティーゾーン。

us-east-2b

pNetworkFirewallSubnet1Cidr最初のファイアウォールサブネッ
トの CIDR 範囲 (最小 /28)。

10.0.1.0/24

pNetworkFirewallSubnet2Cidr2 番目のファイアウォールサブ
ネットの CIDR 範囲 (最小 /28)。

10.0.2.0/24

pProtectedSubnet1Cidr 最初の保護対象 (ワークロード) 
サブネットの CIDR 範囲。

10.0.3.0/24

pProtectedSubnet2Cidr 2 番目の保護対象 (ワークロード) 
サブネットの CIDR 範囲。

10.0.4.0/24

pS3BucketName Lambda ソースコードをアップ
ロードした既存の S3 バケットの
名前。

US-W2-yourname-lambda-
functions

pS3KeyPrefix Lambda ソースコードをアップ
ロードした S3 バケットのプレ
フィックス。

AOD テスト 

pAWSSecretName4Slack Slack URL を保持するためのシー
クレットの名前。

SlackEnpoint-CFN

pSlackChannelName 作成した Slack チャンネルの名
前。

一部の名前通知

pSlackUserName Slack のユーザー名。 Slack ユーザー

pSecretKey これはどのキーでもかまいませ
ん。デフォルトを使用することを
お勧めします。

ウェブフック URL

pWebHookUrl スラックの URL の値。 https://hooks.slack.com/
services/T???9T??/
A031885JRM7/9D4Y?????
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追加情報

pAlertS3Bucket ネットワークファイアウォール
のアラートの送信先として使用さ
れる S3 バケットの名前。このバ
ケットはあなたのために作成され
ます。

US-W2-yourname-security-aod-
alerts

pSecretTagName シークレットのタグ名。 AppName

pSecretTagValue 指定されたタグ名のタグ値。 LambdaSlackIntegration

pdestCidr 宛先 CIDR 範囲のフィルター。詳
細については、次のセクション
「フィルターの動作」をご覧くだ
さい。

10.0.0.0/16

pdestCondition デスティネーションマッチを除
外するか含めるかを示すフラ
グ。詳細については、次のセク
ションをご覧ください。有効な値
は、include および exclude
です。

include

psrcCidr アラートするソース CIDR 範囲の
フィルター。詳細については、次
のセクションをご覧ください。 

118.2.0.0/16

psrcCondition ソースマッチを除外または含める
フラグ。詳細については、次のセ
クションをご覧ください。

include

フィルター動作

AWS Lambda でフィルターを設定していない場合、生成されたすべてのアラートは Slack チャンネルに送
信されます。生成されたアラートの送信元と宛先 IP は、 CloudFormation テンプレートをデプロイしたと
きに設定した CIDR 範囲と照合されます。一致が検出された場合、条件が適用されます。送信元または宛
先のいずれかが設定された CIDR 範囲内にあり、そのうちの 1 つが条件で設定されている場合include、
アラートが生成されます。次の表に、CIDR の値、条件、結果の例を示します。

CIDR を設定済み アラート IP Configured アラート

ソース 10.0.0.0/16 0.25 include

送信先 100.0.0.0/16 202.0.13 include

はい

CIDR を設定済み アラート IP Configured アラート

ソース 10.0.0.0/16 0.25 exclude

送信先 100.0.0.0/16 202.0.13 include

いいえ

CIDR を設定済み アラート IP Configured アラート

ソース 10.0.0.0/16 0.25 include

送信先 100.0.0.0/16 100.0.13 include

はい
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AWS プライベート CA と AWS RAM を使用
してプライベート証明書管理を簡素化します

CIDR を設定済み アラート IP Configured アラート

ソース 10.0.0.0/16 90.0.25 include

送信先 Null 202.0.13 include

はい

CIDR を設定済み アラート IP Configured アラート

ソース 10.0.0.0/16 90.0.25 include

送信先 100.0.0.0/16 202.0.13 include

いいえ

AWS プライベート CA と AWS RAM を使用してプ
ライベート証明書管理を簡素化します

エバレット・ヒンクリー (AWS) とビベック・ゴヤル (AWS) によって作成されました

コードリポジトリ:

• ACMPCA ヒエラルキー

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、インフラストラクチャ、
移行

AWS サービス:AWS Certificate 
Manager (ACM)、AWS 
Organizations、AWS RAM

概要
AWS プライベート認証局 (AWS Private CA) を使用して、内部リソースを認証し、コンピュータコード
に署名するためのプライベート証明書を発行できます。このパターンは、複数レベルの CA 階層を迅速に
デプロイし、一貫したプロビジョニングを行うための AWS CloudFormation テンプレートとなります。
オプションとして、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して CA を組織内または AWS 
Organizations 内の組織単位 (OU) 内で安全に共有し、AWS RAM を使用してアクセス許可を管理しながら 
CA を一元化できます。すべてのアカウントにプライベート CA を用意する必要がないため、このアプロー
チによりコストを節約できます。さらに、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用して、証
明書失効リスト (CRL) とアクセスログを保存できます。

この実装には、次の特徴と利点があります。

• AWS プライベート CA を使用して、プライベート CA 階層の管理を一元化し、簡素化します。
• 証明書とキーを AWS およびオンプレミスの顧客管理対象デバイスにエクスポートします。
• AWS CloudFormation テンプレートを使用しているため、迅速なデプロイと一貫したプロビジョニング

が可能です。
• 1、2、3、または 4 つの下位 CA 階層とともにプライベートルート CA を作成します。
• オプションで、AWS RAM を使用してエンドエンティティの下位 CA を組織または OU レベルの他のア

カウントと共有します。
• AWS RAM を使用することで、すべてのアカウントにプライベート CA を用意する必要がなくなるた

め、コストを節約できます。
• CRL 用のオプションの S3 バケットを作成します。
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前提条件と制限

• CRL アクセスログのオプションの S3 バケットを作成します。

前提条件と制限
前提条件

AWS Organizations 構造内で CA を共有する場合は、次の項目を特定または設定します。

• CA 階層と共有を作成するためのセキュリティアカウント。
• テスト用の別の OU またはアカウント。
• AWS Organizations 管理アカウント内で共有が有効になっています。詳細については、AWS RAM ド

キュメントの「AWS Organizations でのリソース共有の有効化」をご参照ください。

機能制限

• CA は地域資源です。すべての CA は、1 つの AWS アカウントと 1 つの AWS リージョンに統合されま
す。

• ユーザー生成の証明書とキーはサポートされていません。このユースケースでは、外部ルート CA を使
用するようにこのソリューションをカスタマイズすることをお勧めします。 

• パブリック CRL バケットはサポートされていません。CRL は非公開にすることをお勧めします。CRL 
へのインターネットアクセスが必要な場合は、AWS プライベート CA ドキュメントの「S3 ブロック
パブリックアクセス (BPA) 機能の有効化」の「Amazon CloudFront を使用して CRL を提供する」セク
ションを参照してください。

• このパターンは、単一リージョンのアプローチを実装しています。マルチリージョンの認証局が必要
な場合は、2 つ目の AWS リージョンまたはオンプレミスに従属認証局を実装できます。実装は特定の
ユースケース、ワークロード量、依存関係、要件によって異なるため、このような複雑さはこのパター
ンの範囲外です。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS プライベート CA
• AWS RAM
• Amazon S3
• AWS Organizations
• AWS CloudFormation

ターゲットアーキテクチャ

このパターンでは、AWS Organizations と共有する方法が 2 つあります。

オプション1 ─ 組織レベルで共有を作成します。組織内のすべてのアカウントは、次の図に示すように、
共有 CA を使用してプライベート証明書を発行できます。

オプション 2 ─ 共有を組織単位 (OU) レベルで作成します。指定した OU のアカウントのみが、共有 CA 
を使用してプライベート証明書を発行できます。たとえば、次の図では、共有がサンドボックス OU レベ
ルで作成されている場合、開発者 1 と開発者 2 の両方が共有 CA を使用してプライベート証明書を発行で
きます。
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Tools

Tools
AWS サービス

• AWS プライベート CA — AWS プライベート認証局 (AWS プライベート CA) は、プライベートデジタ
ル証明書を発行および取り消すためのホスト型プライベート CA サービスです。これにより、オンプレ
ミスCAを運用するための投資やメンテナンスのコストをかけずに、ルートCAや下位CAを含むプライ
ベートCA階層を作成できます。

• AWS RAM — AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用すると、AWS アカウント間や組織
内、または AWS Organizations 内の OU 間でリソースを安全に共有できます。マルチアカウント環境で
の運用上のオーバーヘッドを減らすには、リソースを作成し、AWS RAM を使用してそのリソースをア
カウント間で共有できます。

• AWS Organizations — AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを、お客様が作成して集中管理
する組織に統合できるようにする、アカウント管理サービスです。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスで
す。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の
量のデータを保存および取得できます。このパターンでは、Amazon S3 を使用して証明書失効リスト 
(CRL) とアクセスログを保存できます。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化とセットアップ、迅速か
つ一貫したプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。テンプレートを使用し
てリソースとその依存関係を記述し、リソースを個別に管理する代わりに、それらをスタックとしてま
とめて起動および設定できます。このパターンでは CloudFormation 、AWS を使用してマルチレベルの 
CA 階層を自動的にデプロイします。

Code

このパターンのソースコードは GitHub、AWS プライベート CA 階層リポジトリにあります。リポジトリ
には以下が含まれます。

• AWS CloudFormation テンプレートACMPCA-RootCASubCA.yaml。このテンプレートは、この実装の 
CA 階層をデプロイするために使用できます。 

• 証明書のリクエスト、エクスポート、説明、削除などのユースケース用のテストファイル。

これらのファイルを使用するには、エピックセクションの指示に従ってください。

叙事詩
CA 階層の設計

タスク 説明 必要なスキル

証明書のサブジェクト情報を収
集します。

証明書所有者に関する証明書の
サブジェクト情報 (組織名、組織
単位、国、州、地域、一般名) を
収集します。

クラウドアーキテクト、セキュ
リティアーキテクト、PKI エンジ
ニア

AWS Organizations に関するオ
プション情報を収集します。

CA を AWS Organizations 構造の
一部とし、その構造内の CA 階層
を共有したい場合は、管理アカ
ウント番号、組織 ID、およびオ
プションで OU ID を収集します
（CA 階層を特定の OU とのみ共
有する場合）。また、CA を共有

クラウドアーキテクト、セキュ
リティアーキテクト、PKI エンジ
ニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
したい AWS Organizations アカ
ウントまたは OU (ある場合) も
決定してください。

CA 階層を設計します。 ルート CA と下位 CA を格納する
アカウントを決定します。ルー
ト証明書とエンドエンティティ
証明書の間に階層が必要とする
下位レベルの数を決定します。
詳細については、AWS プライ
ベート CA ドキュメントの「CA 
階層の設計」を参照してくださ
い。

クラウドアーキテクト、セキュ
リティアーキテクト、PKI エンジ
ニア

CA 階層の命名規則とタグ付け規
則を決定します。

AWS リソースの名前 (ルート CA 
と各下位 CA) を決定します。各 
CA に割り当てるタグを決定しま
す。

クラウドアーキテクト、セキュ
リティアーキテクト、PKI エンジ
ニア

必要な暗号化アルゴリズムと署
名アルゴリズムを決定します。

以下を決定します。

• CA が証明書を発行する際に使
用する公開鍵に関する組織の
暗号化アルゴリズム要件。デ
フォルトは RSA_2048 です。 

• CA が証明書署名に使用する
キーアルゴリズム。デフォル
トは SHA256 と RSA です。

クラウドアーキテクト、セキュ
リティアーキテクト、PKI エンジ
ニア

CA 階層の証明書失効要件を決定
します。

証明書失効機能が必要な場合
は、証明書失効リスト (CRL) を
含む S3 バケットの命名規則を確
立してください。

クラウドアーキテクト、セキュ
リティアーキテクト、PKI エンジ
ニア

CA 階層のロギング要件を決定し
ます。

アクセスログ機能が必要な場合
は、アクセスログを含む S3 バ
ケットの命名規則を確立してく
ださい。

クラウドアーキテクト、セキュ
リティアーキテクト、PKI エンジ
ニア

証明書の有効期限を決定しま
す。

ルート証明書 (デフォルトは 10 
年)、エンドエンティティ証明
書 (デフォルトは 13 か月)、下位 
CA 証明書 (デフォルトは 3 年) 
の有効期限を決定します。下位 
CA 証明書は、階層の上位レベル
の CA 証明書よりも早く期限切
れになるはずです。詳細につい
ては、AWS プライベート CA ド
キュメントの「プライベート CA 
ライフサイクルの管理」を参照
してください。

クラウドアーキテクト、セキュ
リティアーキテクト、PKI エンジ
ニア
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叙事詩

CA 階層をデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

の前提条件を満たします。 このパターンの「前提条
件 (p. 2565)」セクションにある
手順を完了してください。

クラウド管理者、セキュリティ
エンジニア、PKI エンジニア

さまざまなペルソナ用の CA ロー
ルを作成します。

1. RootCAAdmin、subordinateCAAdmin、
などの CA 階層のさまざまな
レベルを管理するために必
要な AWS IAM ID センター 
(AWS シングルサインオンの
後継) の AWS ID AWS Identity 
and Access Management 
(IAM) CertificateConsumer 
ロールまたはユーザーのタイ
プを決定します。 

2. 職務を分けるために必要なポ
リシーを細かく決定します。 

3. CA 階層が存在するアカウント
の IAM Identity Center に必要
な IAM ロールまたはユーザー
を作成します。

クラウド管理者、セキュリティ
エンジニア、PKI エンジニア

CloudFormation スタックをデプ
ロイします。

1. GitHub このパターンのリ
ポジトリから AWSPCA-
rootcasUbca.yaml テンプレー
トをダウンロードします。 

2. AWS CloudFormation コン
ソールまたは AWS Command 
Line Interface (AWS CLI) か
らテンプレートをデプロイ
します。詳細については、 
CloudFormation ドキュメント
の「スタックの使用」をご参
照ください。

3. 組織名、OU 名、キーアルゴ
リズム、署名アルゴリズム、
その他のオプションなど、テ
ンプレートのパラメータを入
力します。

クラウド管理者、セキュリティ
エンジニア、PKI エンジニア

ユーザー管理リソースが使用
する証明書を更新するためのソ
リューションを設計します。

Elastic Load Balancing などの統
合された AWS サービスのリソー
スは、有効期限が切れる前に証
明書を自動的に更新します。た
だし、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スで実行されるウェブサーバー
などのユーザー管理リソース
には、別のメカニズムが必要で
す。 

1. どのユーザー管理リソースに
プライベート CA からのエン

クラウド管理者、セキュリティ
エンジニア、PKI エンジニア
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ドエンティティ証明書が必要
かを判断します。 

2. ユーザーが管理するリソース
と証明書の有効期限につい
て通知を受けるプロセスを
計画してください。例につい
ては、以下を参照してくださ
い。
• AWS Config マネージドルー

ルを使用する
• CloudWatch アマゾンとアマ

ゾンの使用 EventBridge 
3. ユーザー管理型リソースの証

明書を更新するカスタムス
クリプトを作成し、それを 
AWS サービスと統合して更
新を自動化します。統合され
た AWS サービスの詳細につ
いては、ACM ドキュメントの
「AWS Certificate Manager と
統合されたサービス」を参照
してください。

CA 階層の検証と文書化

タスク 説明 必要なスキル

オプションの AWS RAM 共有を
検証します。

CA 階層が AWS Organizations 
の他のアカウントと共有され
ている場合は、AWS マネジメ
ントコンソールからそれらのア
カウントのいずれかにログイン
し、AWS プライベート CA コン
ソールに移動して、新しく作成
した CA がこのアカウントと共有
されていることを確認します。
階層内の最下位レベルの CA のみ
が表示されます。これは、エン
ドエンティティ証明書を生成す
る CA だからです。CA が共有さ
れているアカウントのサンプル
についても、同じ手順を繰り返
します。

クラウド管理者、セキュリティ
エンジニア、PKI エンジニア

証明書ライフサイクルテストで 
CA 階層を検証します。

GitHub このパターンのリポジ
トリで、ライフサイクルテスト
を探します。AWS CLI からテス
トを実行して、証明書をリクエ
ストし、証明書をエクスポート
し、証明書を記述し、証明書を
削除します。

クラウド管理者、セキュリティ
エンジニア、PKI エンジニア
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

証明書チェーンをトラストスト
アにインポートします。

ブラウザや他のアプリケーショ
ンが証明書を信頼するには、証
明書の発行者をブラウザのトラ
ストストア（信頼できる CA の
リスト）に含める必要があり
ます。新しい CA 階層の証明書
チェーンをブラウザとアプリ
ケーションのトラストストア
に追加します。エンドエンティ
ティ証明書が信頼されているこ
とを確認します。

クラウド管理者、セキュリティ
エンジニア、PKI エンジニア

CA 階層を文書化するランブック
を作成します。

CA 階層のアーキテクチャ、エン
ドエンティティ証明書を要求で
きるアカウント構造、ビルドプ
ロセス、およびエンドエンティ
ティ証明書の発行 (子アカウント
によるセルフサービスを許可す
る場合を除く)、使用状況、追跡
などの基本的な管理タスクを説
明するランブックドキュメント
を作成します。

クラウド管理者、セキュリティ
エンジニア、PKI エンジニア

関連リソース
• CA 階層の設計 (AWS プライベート CA ドキュメント)
• プライベート CA の作成 (AWS プライベート CA ドキュメント)
• AWS RAM を使用して AWS プライベート CA のクロスアカウントを共有する方法 (AWS ブログ記事)
• AWS プライベート CA のベストプラクティス (AWS ブログ記事)
• AWS Organizations 内でのリソース共有を有効にする (AWS RAM ドキュメント)
• プライベート CA ライフサイクルの管理 (AWS プライベート CA ドキュメント)
• acm-certificate-expiration-check AWS Config 用 (AWS Config ドキュメント)
• AWS Certificate Manager が Amazon を通じて証明書の有効期限を監視できるようになりました 

CloudWatch (AWS からのお知らせ)
• AWS Certificate Manager と統合されたサービス (ACM ドキュメント)

追加情報
証明書をエクスポートするときは、暗号的に強力で、組織のデータ損失防止戦略に沿ったパスフレーズを
使用してください。

マルチアカウント環境では、すべての Security Hub 
メンバーアカウントのセキュリティ標準制御を無効
にする
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

マイケル・フエルビア (AWS) とアーメド・バクリー (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、サーバーレス

AWS サービス:Amazon 
DynamoDB、 EventBridgeア
マゾン、AWS Lambda、AWS 
Security Hub、AWS Step 
Functions

概要
Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、CIS AWS Foundations Benchmark や AWS Fundational 
Security Best Practices などの AWS Security Hub の標準統制は、単一の AWS アカウント内から手動で無
効化 (無効化) することしかできません。マルチアカウント環境では、「ワンクリック」(つまり 1 回の API 
呼び出し) で複数の Security Hub メンバーアカウントの制御を無効にすることはできません。このパター
ンは、Security Hub 管理者アカウントが管理しているすべての Security Hub メンバーアカウントで、ワン
クリックで Security Hub の標準コントロールを無効にする方法を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• 複数のメンバーアカウントを管理する Security Hub 管理者アカウントで構成されるマルチアカウント環
境

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2、インストール済み
• AWS サーバーレスアプリケーションモデルコマンドラインインターフェイス (AWS SAM CLI)、インス

トール済み

機能制限

• このパターンは、1 つの Security Hub 管理者アカウントが複数のメンバーアカウントを管理するマルチ
アカウント環境でのみ有効です。

• 非常に短い時間枠で多数のコントロールを変更すると、イベントが開始されると複数のparallel 呼び出し
が発生します。これにより API スロットリングが発生し、呼び出しが失敗する可能性があります。たと
えば、このシナリオは、Security Hub Controls CLI を使用して多数のコントロールをプログラムで変更
した場合に発生する可能性があります。

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Amazon DynamoDB
• アマゾン EventBridge
• AWS CLI
• AWS Lambda
• AWS SAM CLI
• AWS セキュリティハブ
• AWS Step Functions

ターゲットアーキテクチャ
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

次の図は、複数の Security Hub メンバーアカウントで Security Hub の標準コントロールをオフにする 
Step Functions ワークフローの例を示しています (Security Hub 管理者アカウントから見た場合)。

この図には、次のワークフローが含まれています。

1. EventBridge ルールは毎日のスケジュールで開始され、ステートマシンを呼び出します。AWS 
CloudFormation テンプレートのスケジュールパラメータを更新することで、ルールのタイミングを変更
できます。

2. EventBridge ルールは、Security Hub 管理者アカウントでコントロールがオンまたはオフになるたびに
開始されます。

3. Step Functions ステートマシンは、セキュリティ標準コントロール (つまり、オンまたはオフになって
いるコントロール) のステータスを Security Hub 管理者アカウントからメンバーアカウントに伝達しま
す。

4. AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、各メンバーアカウントにデプロイされ、ステー
トマシンに引き継がれます。ステートマシンは、各メンバーアカウントのコントロールをオンまたはオ
フにします。

5. DynamoDB テーブルには、例外と、特定のアカウントでどのコントロールをオンまたはオフにするかに
ついての情報が含まれています。この情報は、Security Hub 管理者アカウントから取得した特定のメン
バーアカウントの設定よりも優先されます。

注: EventBridge スケジュールルールの目的は、新しく追加された Security Hub メンバーアカウントが既存
のアカウントと同じ制御ステータスを持つようにすることです。

Tools
• Amazon DynamoDB は、高速で予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのリアルタイムデータに接続でき

るようにするサーバーレスイベントバスサービスです。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先を使用
する HTTP 呼び出しエンドポイント、他の AWS アカウントのイベントバスなどです。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サー
ビスを組み合わせることができるオープンソースツールです。

• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピュー
ティングサービスです。必要なときにのみコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実
際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• AWS Serverless Application Model (AWS SAM) は、AWS クラウドでサーバーレスアプリケーションを
構築できるオープンソースフレームワークです。

• AWS Security Hub は、AWS セキュリティ状態の包括的なビューを提供します。AWS 環境とセキュリ
ティ業界標準およびベストプラクティスに照らしてお使いの環境をチェックするのにも役立ちます。

• AWS Step Functions ctionsは、AWS Lambda 関数と他のサービスを組み合わせてビジネスクリティカル
なアプリケーションを構築できるサーバーレスのオーケストレーションサービスです。

Code

このパターンのコードは、 GitHub AWS Security Hub クロスアカウントコントロール無効化リポジトリに
あります。コードリポジトリには、次のファイルとフォルダが含まれています。

• UpdateMembers/template.yaml— このファイルには、Step Functions EventBridge ステートマシン
やルールなど、Security Hub 管理者アカウントにデプロイされたコンポーネントが含まれています。

• member-iam-role/template.yaml— このファイルには、クロスアカウント IAM ロールをメンバー
アカウントにデプロイするためのコードが含まれています。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• stateMachine.json— このファイルは、ステートマシンのワークフローを定義します。
• GetMembers/index.py— このファイルには、GetMembersステートマシンのコードが含まれていま

す。スクリプトは、既存のすべての Security Hub メンバーアカウントのセキュリティ標準コントロール
のステータスを取得します。

• UpdateMember/index.py— このファイルには、各メンバーアカウントの管理ステータスを更新する
スクリプトが含まれています。

• CheckResult/index.py— このファイルには、ワークフロー呼び出しのステータス (承認または失敗) 
を確認するスクリプトが含まれています。

叙事詩
Security Hub メンバーアカウントにクロスアカウント IAM ロールをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

Security Hub 管理者アカウント
のアカウント ID を指定します。

Security Hub 管理者アカウント
を設定し、管理者アカウントの
アカウント ID をメモします。

クラウドアーキテクト

クロスアカウント IAM 
CloudFormation ロールを含むテ
ンプレートをメンバーアカウン
トにデプロイします。

Security Hubmember-iam-
role/template.yaml 管理者
アカウントで管理されているす
べてのメンバーアカウントにテ
ンプレートを展開するには、次
のコマンドを実行します。

aws cloudformation 
 deploy --template-
file member-iam-role/
template.yaml --capabilities 
 CAPABILITY_NAMED_IAM --
stack-name <your-stack-
name> --parameter-overrides 
 SecurityHubAdminAccountId=<your-
account-ID>

SecurityHubAdminAccountIdパ
ラメータは、先にメモした 
Security Hub 管理者アカウント 
ID と一致する必要があります。

AWS DevOps

Security Hub 管理者アカウントでステートマシンをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation ステートマシ
ンを含むテンプレートを AWS 
SAM でPackage 化します。

Security HubUpdateMembers/
template.yaml 管理者アカウ
ントでテンプレートをパッケー
ジ化するには、以下のコマンド
を実行します。

sam package --template-file 
 UpdateMembers/template.yaml 

AWS DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
 --output-template-file 
 UpdateMembers/template-
out.yaml --s3-bucket <your-
s3-bucket-name>

注:Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
は、 CloudFormation テンプレー
トをデプロイするのと同じ AWS 
リージョンにある必要がありま
す。

Security Hub CloudFormation 管
理者アカウントでパッケージテ
ンプレートを展開します。

Security Hub CloudFormation 管
理者アカウントにテンプレート
を展開するには、次のコマンド
を実行します。

aws cloudformation deploy --
template-file UpdateMembers/
template-out.yaml --
capabilities CAPABILITY_IAM 
 --stack-name <your-stack-
name>

member-iam-role/
template.yamlテンプレー
トでは、MemberiAmRolePath 
パラメータは IAM パラ
メータと一致する必要があ
り、MemberiAMRolePath パラ
メータは IAMRoleName パラ
メータと一致する必要がありま
すRoleName。

注:Security Hub はリージョナル
サービスであるため、AWS リー
ジョンごとにテンプレートをデ
プロイする必要があります。
最初にソリューションを各リー
ジョンの S3 バケットにパッケー
ジしてください。

AWS DevOps

関連リソース
• Security Hub 管理者アカウントの指定 (AWS Security Hub ドキュメント)
• エラー、再試行の処理、および Step Function ステートマシン実行へのアラートの追加 (AWS ブログ投

稿)

を使用して AWS IAM アイデンティティセンターか
ら AWS CLI 認証情報を更新する PowerShell
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

チャド・マイルズ (AWS) とアンディ・ボーウェン (AWS) が作成

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリ
ティ、ID、コンプライアンス、
クラウドネイティブ

ワークロード:オープンソース

AWS サービス:AWS ツール 
PowerShell; AWS IAM アイデン
ティティセンター

概要
AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)、AWS SDK、または AWS Cloud Development Kit 
(AWS CDK) で AWS IAM Identity Center (AWS シングルサインオンの後継) 認証情報を使用する場合は、
通常、認証情報をコピーして IAM Identity Center コンソールからコマンドラインインターフェイスに貼り
付ける必要があります。このプロセスにはかなりの時間がかかり、アクセスが必要なアカウントごとに繰
り返す必要があります。

一般的な解決策の 1 つは、AWS CLIaws sso configure コマンドを使用することです。このコマンド
は、IAM アイデンティティセンター対応のプロファイルを AWS CLI または AWS SDK に追加します。た
だし、このソリューションの欠点は、このように設定した AWS CLIaws sso login プロファイルまたは
アカウントごとにコマンドを実行する必要があることです。

代替ソリューションとして、このパターンでは、AWS CLI 名前付きプロファイルと AWS Tools を使用し
て、単一の IAM Identity Center インスタンスの複数のアカウントの認証情報を同時に保存および更新する
方法を示しています。 PowerShell また、このスクリプトは IAM Identity Center に再度ログインせずに認
証情報を更新できるように、IAM Identity Center セッションデータをメモリに保存します。

前提条件と制限
前提条件

• PowerShell、インストールおよび構成済み。詳細については、「インストール PowerShell (GitHub リポ
ジトリ)」を参照してください。

• 用の AWS ツール PowerShell、インストールおよび設定済み。パフォーマンス上の理由から、とい
うモジュール化バージョンの AWS Tools をインストールすることを強くお勧めしますAWS.Tools。 
PowerShell各 AWS サービスは、独自の小さなモジュールによってサポートされています。 PowerShell 
プロンプトで、、、とコマンドを入力して、SSOIDCこのパターンに必要なモジュールをインストールし
ます。AWS.Tools.InstallerSSO

Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule SSO, SSOOIDC

詳細については、「Windows に AWS.Tools をインストールする」または「Linux または macOS に 
AWS.Tools をインストールする」を参照してください。

• AWS CLI または AWS SDK は、次のいずれかを実行して、事前に有効な認証情報を使用して設定してお
く必要があります。
• AWS CLIaws configure コマンドを使用してください。詳細については、「クイック設定 (AWS 

CLI ドキュメント)」を参照してください。
• IAM ロールを通じて一時的にアクセスできるように AWS CLI または AWS CDK を設定します。詳細

については、「CLI アクセス用の IAM ロール認証情報の取得 (IAM Identity Center ドキュメント)」を
参照してください。
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アーキテクチャ

機能制限

• このスクリプトは、パイプラインや完全に自動化されたソリューションでは使用できません。このスク
リプトをデプロイするときは、IAM Identity Center からのアクセスを手動で承認する必要があります。
その後、スクリプトは自動的に続行されます。

製品バージョン

• すべてのオペレーティングシステムで、PowerShell バージョン 7.0 以降を使用することをお勧めしま
す。

アーキテクチャ
このパターンのスクリプトを使用して、複数の IAM Identity Center 認証情報を同時に更新したり、AWS 
CLI、AWS SDK、または AWS CDK で使用する認証情報ファイルを作成したりできます。

Tools
AWS サービス

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスと対話することができます。

• AWS IAM Identity Center を使用すると、すべての AWS アカウントとクラウドアプリケーションへの
Single Sign-On (SSO) アクセスを一元管理することができます。

• の AWS Tools PowerShell は、 PowerShell コマンドラインから AWS PowerShell リソースの操作をス
クリプト化するのに役立つモジュールセットです。

その他のツール

• PowerShellは、Windows、Linux、および macOS 上で動作するマイクロソフトの自動化および構成管理
プログラムです。

ベストプラクティス
このスクリプトのコピーは、各 IAM Identity Center インスタンスにつき 1 つ保管してください。1 つのス
クリプトを複数のインスタンスに使用することはサポートされていません。

エピック
SSO スクリプトの実行

タスク 説明 必要なスキル

SSO スクリプトをカスタマイズ
します。

1. 「追加情報 (p. 2578)」セク
ションの SSO スクリプトをコ
ピーします。

2. Paramこのセクションでは、
ご使用の AWS 環境に合わせ
て、以下の変数の値を定義し
ます。

クラウド管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
• DefaultRoleName— デ

フォルトで使用する IAM 
ロールまたは権限セット。

• Region— IAM Identity 
Center がデプロイされてい
る AWS リージョン。リー
ジョンとコードのリストに
ついては、リージョンエン
ドポイントを参照してくだ
さい。

• StartUrl— IAM アイデン
ティティセンターのログイ
ンページへのアクセスに使
用される URL。スクリプト
のサンプル値と同じ形式を
使用します。

• EnvironmentName— この
スクリプトのコピーを参照
するための短い名前で、同
じセッションで複数のスク
リプトコピーを実行する場
合に使用されます。

3. 以下の 10 行目で# Add your 
Account Information、
ハッシュテーブル内の以下の
値を環境に合わせて編集しま
す。
• Profile— 一時的な認証情

報を保存する AWS CLI プロ
ファイル名。

• AccountId— 認証情報を取
得する AWS アカウントの 
ID。

• RoleName— 使用する IAM 
Identity Center ロールまた
は権限セットの名前。これ
は、$DefaultRoleNameParamセ
クションで定義したのと同
じロールを使用したい場合
と同じようにしておくこと
ができます。

ハッシュテーブルの各行は、
最後の行を除いてカンマで終
わる必要があります。
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トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル

SSO スクリプトを実行します。 次のコマンドを使用して、 
PowerShell カスタムスクリプト
をシェルで実行することをお勧
めします。

./Set-
AwsCliSsoCredentials.ps1

または、次のコマンドを入力し
て、スクリプトを別のシェルか
ら実行できます。

pwsh Set-
AwsCliSsoCredentials.ps1

クラウド管理者

トラブルシューティング
問題 解決策

No Access エラー 使用している IAM ロールには、RoleNameパラ
メータで定義したロールまたは権限セットにアク
セスする権限がありません。使用しているロール
の権限を更新するか、スクリプトで別のロールま
たは権限セットを定義します。

関連リソース
• 構成設定はどこに保存されていますか。 (AWS CLI ドキュメント)
• AWS IAMアイデンティティセンターを使用するための AWS CLI の設定 (CLI ドキュメント)
• 名前付きプロファイル (AWS CLI ドキュメント)

追加情報
SSO スクリプト

次のスクリプトでは、山括弧 (<>) 内のプレースホルダーを独自の情報に置き換え、山括弧を削除します。

Set-AwsCliSsoCredentials.ps1
Param( 
    $DefaultRoleName = '<AWSAdministratorAccess>', 
    $Region          = '<us-west-2>', 
    $StartUrl        = "<https://d-12345abcde.awsapps.com/start/>", 
    $EnvironmentName = "<CompanyName>"
)  
Try {$SsoAwsAccounts = (Get-Variable -name "$($EnvironmentName)SsoAwsAccounts" -Scope 
 Global -ErrorAction 'SilentlyContinue').Value.Clone()}  
Catch {$SsoAwsAccounts = $False}
if (-not $SsoAwsAccounts) { $SsoAwsAccounts = @(     
# Add your account information in the list of hash tables below, expand as necessary, and 
 do not forget the commas  
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追加情報

    @{Profile = "<Account1>"      ; AccountId = "<012345678901 >"; RoleName = 
 $DefaultRoleName }, 
    @{Profile = "<Account2>"      ; AccountId = "<123456789012>"; RoleName = 
 "<AWSReadOnlyAccess>" }
)}
$ErrorActionPreference = "Stop"
if (-not (Test-Path ~\.aws))      { New-Item ~\.aws -type Directory }
if (-not (Test-Path ~\.aws\credentials)) { New-Item ~\.aws\credentials -type File }
$CredentialFile = Resolve-Path ~\.aws\credentials  
$PsuedoCreds    = @{AccessKey = 
 'AKAEXAMPLE123ACCESS';SecretKey='PsuedoS3cret4cceSSKey123PsuedoS3cretKey'} # Pseudo Creds, 
 do not edit.
Try {$SSOTokenExpire = (Get-Variable -Scope Global -Name 
 "$($EnvironmentName)SSOTokenExpire" -ErrorAction 'SilentlyContinue').Value} Catch 
 {$SSOTokenExpire = $False}
Try {$SSOToken       = (Get-Variable -Scope Global -Name "$($EnvironmentName)SSOToken" -
ErrorAction 'SilentlyContinue').Value }      Catch {$SSOToken       = $False}
if ( $SSOTokenExpire -lt (Get-Date) ) { 
    $SSOToken = $Null 
    $Client   = Register-SSOOIDCClient -ClientName cli-sso-client -ClientType public -
Region $Region @PsuedoCreds 
    $Device   = $Client | Start-SSOOIDCDeviceAuthorization -StartUrl $StartUrl -Region 
 $Region @PsuedoCreds 
    Write-Host "A Browser window should open. Please login there and click ALLOW." -
NoNewline 
    Start-Process $Device.VerificationUriComplete 
    While (-Not $SSOToken){ 
        Try {$SSOToken = $Client | New-SSOOIDCToken -DeviceCode $Device.DeviceCode -
GrantType "urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code" -Region $Region @PsuedoCreds} 
        Catch {If ($_.Exception.Message -notlike "*AuthorizationPendingException*"){Write-
Error $_.Exception} ; Start-Sleep 1} 
    } 
    $SSOTokenExpire = (Get-Date).AddSeconds($SSOToken.ExpiresIn) 
    Set-Variable -Name "$($EnvironmentName)SSOToken" -Value $SSOToken -Scope Global 
    Set-Variable -Name "$($EnvironmentName)SSOTokenExpire" -Value $SSOTokenExpire -Scope 
 Global
}
$CredsTime     = $SSOTokenExpire - (Get-Date)
$CredsTimeText = ('{0:D2}:{1:D2}:{2:D2} left on SSO Token' -f $CredsTime.Hours, 
 $CredsTime.Minutes, $CredsTime.Seconds).TrimStart("0 :")
for ($i = 0; $i -lt $SsoAwsAccounts.Count; $i++) { 
    if (([DateTimeOffset]::FromUnixTimeSeconds($SsoAwsAccounts[$i].CredsExpiration / 
 1000)).DateTime -lt (Get-Date).ToUniversalTime()) { 
        Write-host "`r                                                                     
 `rRegistering Profile $($SsoAwsAccounts[$i].Profile)" -NoNewline 
        $TempCreds = $SSOToken | Get-SSORoleCredential -AccountId 
 $SsoAwsAccounts[$i].AccountId -RoleName $SsoAwsAccounts[$i].RoleName -Region $Region 
 @PsuedoCreds 
        [PSCustomObject]@{AccessKey = $TempCreds.AccessKeyId; SecretKey = 
 $TempCreds.SecretAccessKey; SessionToken = $TempCreds.SessionToken 
        } | Set-AWSCredential -StoreAs $SsoAwsAccounts[$i].Profile -ProfileLocation 
 $CredentialFile  
        $SsoAwsAccounts[$i].CredsExpiration = $TempCreds.Expiration 
    }
}  
Set-Variable -name "$($EnvironmentName)SsoAwsAccounts" -Value $SsoAwsAccounts.Clone() -
Scope Global
Write-Host "`r$($SsoAwsAccounts.Profile) Profiles registered, $CredsTimeText"
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AWS Config を使用して Amazon 

Redshift をモニタリングする

AWS Config を使用して Amazon Redshift のセキュ
リティ設定をモニタリングする

ルーカス・カウフマン (AWS) とアビシェック・センガー (AWS) によって作成されました

コードリポジトリ:

• awslabs/aws-config-rules

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス

AWS サービス:AWS 
Config、Amazon Redshift、AWS 
Lambda

概要
AWS Config を使用すると、AWS リソースのセキュリティ設定を評価できます。AWS Config はリソース
を監視でき、設定が定義したルールに違反している場合、AWS Config はリソースを非準拠としてフラグ
を立てます。

AWS Config を使用して、Amazon Redshift クラスターとデータベースを評価し、モニタリングできます。
セキュリティに関する推奨事項と機能の詳細については、「Amazon Redshift のセキュリティ」を参照し
てください。このパターンには、AWS Config のカスタム AWS Lambda ルールが含まれます。これらの
ルールをアカウントにデプロイして、Amazon Redshift クラスターとデータベースのセキュリティ設定を
監視できます。このパターンのルールは、AWS Config を使用して次のことを確認するのに役立ちます。

• Amazon Redshift クラスター内のデータベースでは監査ログが有効になっています
• Amazon Redshift クラスターに接続するには、SSL が必要です
• 連邦情報処理規格 (FIPS) の暗号が使用されています
• Amazon Redshift クラスター内のデータベースは暗号化されています
• ユーザーアクティビティ監視は有効になっています

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Config は AWS アカウントで有効にする必要があります。詳細については、「コンソールを使用し

て AWS Config を設定する」または「AWS CLI を使用して AWS Config を設定する」を参照してくださ
い。

• AWS Lambda ハンドラーには Python バージョン 3.9 以降を使用する必要があります。詳細について
は、「Python での作業」(AWS Lambda ドキュメント) を参照してください。

製品バージョン

• Python、バージョン 3.9 以降
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アーキテクチャ

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Config

ターゲットアーキテクチャ

1. AWS Config は定期的にカスタムルールを実行します。
2. カスタムルールは Lambda 関数を呼び出します。
3. Lambda 関数は Amazon Redshift クラスターにコンプライアンス違反の設定がないかチェックします。
4. Lambda 関数は、各 Amazon Redshift クラスターのコンプライアンス状態を AWS Config に報告しま

す。

自動化とスケール

AWS Config のカスタムルールは、アカウント内のすべての Amazon Redshift クラスターを評価するよう
にスケーリングされます。このソリューションを拡張するために追加のアクションは必要ありません。

Tools
AWS サービス

• AWS Config は、AWS アカウントのリソースとその設定方法を詳細に表示します。これは、リソースが
どのように相互に関連しているかと、それらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを特定
するのに役立ちます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロール
し、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロールするのに役立ちます。

• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるようにするコ
ンピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングするため、お
支払いは実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

• Amazon Redshift は、AWS クラウド内でのマネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウス
サービスです。

コードリポジトリ

GitHub aws-config-rulesこのパターンのコードはリポジトリにあります。このリポジトリのカスタムルー
ルは Python プログラミング言語の Lambda ルールです。このリポジトリには、AWS Config のカスタム
ルールが多数含まれています。このパターンでは、次のルールのみが使用されます。

• REDSHIFT_AUDIT_ENABLED— Amazon Redshift クラスターで監査ログが有効になっている
ことを確認します。ユーザーアクティビティ監視が有効になっていることも確認したい場合
は、REDSHIFT_USER_ACTIVITY_MONITORING_ENABLED代わりにルールをデプロイしてください。

• REDSHIFT_SSL_REQUIRED— Amazon Redshift クラスターに接続するには SSL が必要であるこ
とを確認します。また、連邦情報処理標準 (FIPS) の暗号が使用されていることを確認したい場合
は、REDSHIFT_FIPS_REQUIRED代わりにルールを適用してください。

• REDSHIFT_FIPS_REQUIRED— SSL が必要で、FIPS 暗号が使用されていることを確認します。
• REDSHIFT_DB_ENCRYPTED— Amazon Redshift クラスター内のデータベースが暗号化されていること

を確認します。
• REDSHIFT_USER_ACTIVITY_MONITORING_ENABLED— 監査ログとユーザーアクティビティ監視が有

効になっていることを確認します。
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叙事詩

叙事詩
ルールをデプロイする準備をする

タスク 説明 必要なスキル

IAM ポリシーを設定します。 1. Lambda 実行ロールが 
Amazon Redshift クラスター
設定を読み取ることを許可す
るカスタム IAM アイデンティ
ティベースのポリシーを作成
します。詳細については、
「リソースへのアクセスの管
理」(Amazon Redshift ドキュ
メント) と「IAM ポリシーの作
成 (IAM ドキュメント)」を参
照してください。

{ 
    "Version": 
 "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            
 "redshift:DescribeClusterParameterGroups", 
            
 "redshift:DescribeClusterParameters", 
            
 "redshift:DescribeClusters", 
            
 "redshift:DescribeClusterSecurityGroups", 
            
 "redshift:DescribeClusterSnapshots", 
            
 "redshift:DescribeClusterSubnetGroups", 
            
 "redshift:DescribeEventSubscriptions", 
            
 "redshift:DescribeLoggingStatus" 
        ], 
        "Resource": "*" 
      } 
    ]
}

2. AWSLambdaExecuteAWSConfigRulesExecutionRoleと
管理ポリシーを Lambda 実
行ロールのアクセス権限ポリ
シーとして割り当てます。手
順については、「IAM ID 権限
の追加 (IAM ドキュメント)」
を参照してください。

AWS 管理者

リポジトリをクローンします。 Bash シェルで、次のコマンドを
実行します。これにより、aws-
config-rules GitHubリポジトリが
から複製されます。

一般的な AWS
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

git clone https://
github.com/awslabs/aws-
config-rules.git

ルールを AWS Config にデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

ルールを AWS Config にデプロ
イします。

「カスタム Lambda ルールの作
成 (AWS Config ドキュメント)」
の手順に従って、以下のルール
を 1 つ以上アカウントにデプロ
イします。

• REDSHIFT_AUDIT_ENABLED
• REDSHIFT_SSL_REQUIRED
• REDSHIFT_FIPS_REQUIRED
• REDSHIFT_DB_ENCRYPTED
• REDSHIFT_USER_ACTIVITY_MONITORING_ENABLED

AWS 管理者

ルールが機能していることを確
認します。

ルールをデプロイしたら、「リ
ソースの評価 (AWS Config ド
キュメント)」の指示に従っ
て、AWS Config が Amazon 
Redshift リソースを正しく評価し
ていることを確認します。

一般的な AWS

関連リソース
AWS サービス文書

• Amazon Redshift のセキュリティ (Amazon Redshift ドキュメント)
• データベースセキュリティの管理 (Amazon Redshift ドキュメント)
• AWS Config カスタムルール (AWS Config ドキュメント)

AWS Prescriptive Guidance

• 新しい Amazon Redshift クラスターに必要な SSL エンドポイントがあることを確認する
• Amazon Redshift クラスターが作成時に暗号化されていることを確認する

追加情報
AWS AWS Config の次の AWS マネージドルールを使用して、Amazon Redshift の以下のセキュリティ設
定を確認できます。

• redshift-cluster-configuration-check— このルールを使用して、Amazon Redshift クラスター内のデータ
ベースで監査ログが有効になっていること、およびデータベースが暗号化されていることを確認しま
す。
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Network Firewall を使用して、アウトバウンドネット

ワークトラフィックから DNS ドメイン名を取得します

• redshift-require-tls-ssl— このルールを使用して、Amazon Redshift クラスターに接続するには SSL が必
要であることを確認します。

Network Firewall を使用して、アウトバウンドトラ
フィックのサーバー名表示 (SNI) から DNS ドメイ
ン名を取得します。

キランクマー・チャンドラシェカール (AWS) により作成

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: セキュリ
ティ、ID、コンプライアンス、
ネットワーク、ウェブサイトと
ウェブアプリ

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: AWS Lambda; 
AWS Network Firewall; Amazon 
VPC; Amazon CloudWatch ログ

概要
このパターンは、Amazon Web Services (AWS) Network Firewall を使用して、アウトバウンドネットワー
クトラフィックの HTTPS ヘッダーにあるサーバー名表示 (SNI) によって提供される DNS ドメイン名を
収集する方法を示しています。Network Firewall は、特定のセキュリティ要件を満たさないパケットをブ
ロックするファイアウォールでアウトバウンドトラフィックを保護する機能など、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) の重要なネットワーク保護を簡単にデプロイできるようにするマネージドサービス
です。特定の DNS ドメイン名へのアウトバウンドトラフィックを保護することを出力フィルタリングと
呼びます。これは、あるネットワークから別のネットワークへのアウトバウンド情報の流れを監視し、場
合によっては制限する手法です。

Network Firewall を通過する SNI データをキャプチャしたら、Amazon CloudWatch Logs と AWS Lambda 
を使用して、E メール通知を生成する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにデー
タを公開できます。電子メール通知には、サーバー名やその他の関連する SNI 情報が含まれます。さら
に、このパターンの出力を使用して、ファイアウォールルールを使用して SNI のドメイン名によるアウ
トバウンドトラフィックを許可または制限できます。詳細については、Network Firewall ドキュメントの
「AWS Network Firewall のステートフルルールグループの操作」をご参照ください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2。Linux、macOS、または Windows にインス

トールおよび設定されている
• Amazon VPC でセットアップおよび設定され、アウトバウンドトラフィックの検査に使用されている

Network Firewall

[Note:] (メモ:) Network Firewall は、次の VPC 構成のいずれかを使用できます。

• インターネットゲートウェイを備えたシンプルなシングルゾーンアーキテクチャ
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アーキテクチャ

• インターネットゲートウェイを備えたマルチゾーンアーキテクチャ
• インターネットゲートウェイと NAT ゲートウェイを備えたアーキテクチャ

アーキテクチャ
次の図は、Network Firewall を使用してアウトバウンドネットワークトラフィックから SNI データを収集
し、そのデータを CloudWatch Logs と Lambda を使用して SNS トピックに公開する方法を示していま
す。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Network Firewall は、アウトバウンドネットワークトラフィックの HTTPS ヘッダー内の SNI データか
らドメイン名を収集します。

2. CloudWatch ログは SNI データを監視し、アウトバウンドネットワークトラフィックがNetwork Firewall 
を通過するたびに Lambda 関数を呼び出します。

3. Lambda 関数は CloudWatch Logs によってキャプチャされた SNI データを読み取り、そのデータを 
SNS トピックに公開します。

4. SNS トピックから、SNI データを含む電子メール通知が送信されます。

自動化とスケーリング

• CloudFormationインフラストラクチャをコードとして使用することで、AWS を使用してこのパターン
を作成できます。

テクノロジースタック

• CloudWatch アマゾンログ
• Amazon SNS
• Amazon VPC
• AWS Lambda 
• AWS Network Firewall

Tools
AWS サービス

• Amazon CloudWatch Logs — Amazon CloudWatch Logs を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンス、AWS CloudTrail、Amazon Route 53 およびその他のソースからログファ
イルをモニタリング、保存、およびアクセスすることができます。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、配信者から受信者 (または生産
者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。

• Amazon VPC — Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、AWS クラウドのローカルで隔離され
た部分をプロビジョンし、定義した仮想ネットワークで AWS リソースを起動できるようにします。仮
想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークによく似ていま
すが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実行できる
ようにするコンピューティングサービスです。

• AWS Network Firewall — AWS Network Firewall は、すべての Amazon VPC に不可欠なネットワーク保
護を簡単にデプロイできるマネージドサービスです。
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エピック

エピック
Network Firewall CloudWatch ロググループを作成する

タスク 説明 必要なスキル

CloudWatch ロググループを作成
します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、CloudWatch 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペイン
で、[Log groups] (ロググルー
プ) を選択します。

3. [Actions (アクション)] を選択
し、[Create log group (ログ
グループの作成)] を選択しま
す。

4. ロググループの名前を入力
し、[Create log group (ログ
グループの作成)] を選択しま
す。

詳細については、 CloudWatch 
ドキュメントの「ロググループ
とログストリームの操作」をご
参照ください。

クラウド管理者

SNS トピックおよびサブスクリプションを作成する

タスク 説明 必要なスキル

SNS トピックを作成します。 SNS トピックを作成するに
は、Amazon SNS ドキュメント
の指示に従ってください。

クラウド管理者

SNS トピックへのエンドポイン
トのサブスクライブ。

作成した SNS トピックのエン
ドポイントとして E メールアド
レスを登録するには、Amazon 
SNS ドキュメントの指示に従っ
てください。[プロトコル] で 
[メール/メール-JSON] を選択し
ます。[Note:] (メモ:) また、要件
に基づいて別のエンドポイント
を選択することもできます。

クラウド管理者

Network Firewall ールのロギングを設定

タスク 説明 必要なスキル

ファイアウォールロギングを有
効にします。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソールを開きます。

クラウド管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
2. ナビゲーションペインの [ネッ

トワークファイアウォール] 
で、[ファイアウォール] を選
択します。

3. 「ファイアウォール」セク
ションで、アウトバウンドト
ラフィックのサーバー名をSNI
からキャプチャするファイア
ウォールを選択します。

4. [ファイアウォールの詳細] タ
ブを選択し、[ログ] セクショ
ンで [編集] を選択します。 

5. [ログタイプ] で [アラート] を
選択します。 アラートのログ
保存先として、CloudWatch ロ
ググループを選択します。 

6. CloudWatch ロググループにつ
いては、前に作成したロググ
ループを検索して選択し、[保
存] を選択します。

CloudWatch ネットワークファイ
アウォールのログ送信先として
ログを使用する方法の詳細につ
いては、Network Firewall ドキュ
メントの「Amazon CloudWatch 
Logs」を参照してください。 

Network Firewall でステートフルルールを設定する

タスク 説明 必要なスキル

ステートフルルールを作成しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインの 
[Network Firewall] (ネットワー
クファイアウォール) で、
[Network Firewall rule groups] 
(ネットワークファイアウォー
ル)

3. [Network Firewall ルールグ
ループの作成] を選択します。

4. [Network Firewall ルールグ
ループの作成] ページの [ルー
ルグループタイプ] で、[ス
テートフルルールグループ] 
を選択します。[Note:] (メ
モ:) 詳細については、「AWS 
Network Firewall のステートフ

クラウド管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
ルルールグループの操作」を
ご参照ください。

5. [Stateful rule groups] (ステー
トフルルールグループ) セク
ションで、ルールグループの
名前と説明を入力します。

6. キャパシティには、ステート
フルルールグループに許可す
る最大キャパシティを設定し
ます（最大30,000）。[Note:]
(メモ:) ウェブ ACL の作成
後は、この設定を変更でき
ません。容量の計算方法に
ついては、「AWS Network 
Firewall ルールグループ容量の
設定」を参照してください。
最大設定については、「AWS 
Network Firewall クォータ」を
参照してください。

7. ステートフルルールグループ
オプションでは、5-tuple を選
択します。

8. 「ステートフルルールオー
ダー」セクションで、「デ
フォルト」を選択します。

9. [Rule variables] (ルール変数) 
セクションでは、デフォルト
値を使用します。

10.[ルールを追加] セクション
で、[プロトコル] に [TLS] を
選択します。 [ソース] で [任
意] を選択します。[ソース
ポート] で [任意のポート] を
選択します。 [宛先] で [任
意] を選択します。 [宛先ポー
ト] で、[任意のポート] を選
択します。[交通方向] で [進
む] を選択します。[アクショ
ン] で [アラート] を選択しま
す。[ルールの追加] を選択し
ます。

11.「ステートフルルールグルー
プの作成」を選択します。
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

ステートフルルールをNetwork 
Firewall に関連付けます。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインの 
[Network Firewall] (ネットワー
クファイアウォール) で、
[Firewall] (ネットワークファイ
アウォール)

3. アウトバウンドトラフィック
のサーバー名をSNIからキャプ
チャするファイアウォールを
選択します。

4. 「ステートフルルールグルー
プ」セクションで、「アク
ション」を選択し、「アンマ
ネージドステートフルルール
グループの追加」を選択しま
す。 

5. [管理対象外のステートフル
ルールグループの追加] ページ
で、前に作成したステートフ
ルルールグループを選択し、
[ステートフルルールグループ
の追加] を選択します。

クラウド管理者

Lambda 関数を作成してログを読み取る

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数のコードを作成しま
す。

CloudWatch アウトバウンドト
ラフィックのログイベントを
Network Firewall から読み取る
ことができる統合開発環境 (IDE) 
で、次の Python 3 コードを貼り
付けて、<SNS-topic-ARN>任
意の値に置き換えます。

import json
import gzip
import base64
import boto3
sns_client = 
 boto3.client('sns')
def lambda_handler(event, 
 context): 
    decoded_event = 
 json.loads(gzip.decompress(base64.b64decode(event['awslogs']
['data']))) 
    body = ''' 
    {filtermatch} 
    '''.format( 
        
 loggroup=decoded_event['logGroup'], 

アプリケーションデベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
       
 logstream=decoded_event['logStream'], 
        
 filtermatch=decoded_event['logEvents']
[0]['message'], 
    ) 
    print(body) 
    filterMatch = 
 json.loads(body) 
    data = [] 
    if 'http' in 
 filterMatch['event']: 
        
 data.append(filterMatch['event']
['http']['hostname']) 
    elif 'tls' in 
 filterMatch['event']: 
        
 data.append(filterMatch['event']
['tls']['sni']) 
    result = 'Domain 
 accessed ' + 1*' ' 
 + (data[0]) + 1*' 
 ' 'via AWS Network 
 Firewall ' + 1*' '  + 
 (filterMatch['firewall_name']) 
    print(result) 
    message = {'ServerName': 
 result} 
    send_to_sns = 
 sns_client.publish( 
        TargetArn=<SNS-
topic-ARN>,         
  #Replace with the SNS 
 topic ARN 
        
 Message=json.dumps({'default': 
 json.dumps(message), 
                        
 'sms': json.dumps(message), 
                 
        'email': 
 json.dumps(message)}), 
        Subject='Server Name 
 passed through the Network 
 Firewall', 
        
 MessageStructure='json' 
    )

このコードサンプルは、 
CloudWatch ログの内容を解析
し、SNI が提供する HTTPS ヘッ
ダー内のサーバー名を取得しま
す。

Lambda 関数を作成する Lambda 関数を作成するに
は、Lambda ドキュメントの指
示に従い、ランタイムに Python 
3.9 を選択してください。

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数にコードを追加しま
す。

以前に作成した Lambda 関数
に Python コードを追加するに
は、Lambda ドキュメントの指示
に従ってください。

クラウド管理者

Lambda CloudWatch 関数にトリ
ガーとしてログを追加します。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、Lambda コ
ンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、
[Functions] (関数) を選択し、
次に、前に作成した関数を選
択します。

3. 「機能概要」セクションで、
「トリガーを追加」を選択し
ます。

4. 「トリガーの追加」ページの
「トリガー設定」セクション
で、「CloudWatch ログ」を
選択し、「追加」を選択しま
す。

5. [Log group] ( CloudWatch ロ
ググループ) には、先ほど作成
したロググループを選択しま
す。

6. [Filter name] (フィルター名) 
で、フィルターの名前を入力
します。

7. [Add] (追加) を選択します。
8. 関数のページの「構成」タブ

の「トリガー」セクション
で、追加したトリガーを選択
し、「有効にする」を選択し
ます。

詳細については、Lambda ドキュ
メントの「Lambda CloudWatch 
のログでのラムダの使用」をご
参照ください。

クラウド管理者
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タスク 説明 必要なスキル

SNS 公開権限を追加します。 Lambda 実行ロールに
SNS: Publish 権限を追加し
て、Lambda が API 呼び出しを
行って SNS にメッセージを公開
できるようにします。 

1. 先ほど作成した Lambda 関数
の実行ロールを探します。

2. AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールに
次のポリシーを追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "AllowSNSPublish", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "sns:GetTopicAttributes", 
                
 "sns:Subscribe", 
                
 "sns:Unsubscribe", 
                
 "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

クラウド管理者

SNS 通知の機能をテストする

タスク 説明 必要なスキル

Network Firewall 経由でトラ
フィックを送信します。

1. HTTPS トラフィックを送信す
るか、Network Firewall を通過
するのを待ちます。

2. トラフィックがNetwork 
Firewall を通過するときに 
AWS から受信する SNS 通
知 E メールを確認してくだ
さい。メールには、アウトバ
ウンドトラフィックの SNI の
詳細が含まれています。たと
えば、アクセスしたドメイン
名が https://aws.amazon.com
で、サブスクリプションプロ
トコルが EMAIL-JSON の場
合、上記の Lambda コードか

テストエンジニア
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ら生成される電子メールには
次の内容が含まれます。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": 
 "<messageID>", 
    "TopicArn": 
 "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789:testSNSTopic", 
    "Subject": "Server Name 
 passed through the Network 
 Firewall", 
    "Message": 
 "{\"ServerName\": \"Domain 
 'aws.amazon.com' accessed 
 via AWS Network Firewall 
 'AWS-Network-Firewall-
Multi-AZ-firewall\"}", 
    "Timestamp": 
 "2022-03-22T04:10:04.217Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": 
 "<Signature>", 
    "SigningCertURL": 
 "<SigningCertUrl>", 
    "UnsubscribeURL": 
 "<UnsubscribeURL>"
}

次に、 CloudWatch Amazonド
キュメントの指示に従って、 
CloudWatch AmazonのNetwork 
Firewall アラートログを確認しま
す。アラートログには次の出力
が表示されます。

{ 
    "firewall_name": "AWS-
Network-Firewall-Multi-AZ-
firewall", 
    "availability_zone": 
 "us-east-2b", 
    "event_timestamp": 
 "<event timestamp>", 
    "event": { 
        "timestamp": 
 "2021-03-22T04:10:04.214222+0000", 
        "flow_id": <flow 
 ID>, 
        "event_type": 
 "alert", 
        "src_ip": 
 "10.1.3.76", 
        "src_port": 22761, 
        "dest_ip": 
 "99.86.59.73", 
        "dest_port": 443, 
        "proto": "TCP", 
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Terraform を使用して自動的に有効にする GuardDuty

タスク 説明 必要なスキル
        "alert": { 
            "action": 
 "allowed", 
            "signature_id": 
 2, 
            "rev": 0, 
            "signature": "", 
            "category": "", 
            "severity": 3 
        }, 
        "tls": { 
            "subject": 
 "CN=aws.amazon.com", 
            "issuerdn": 
 "C=US, O=Amazon, OU=Server 
 CA 1B, CN=Amazon", 
            "serial": 
 "<serial number>", 
            "fingerprint": 
 "<fingerprint ID>", 
            "sni": 
 "aws.amazon.com", 
            "version": "TLS 
 1.2", 
            "notbefore": 
 "2020-09-30T00:00:00", 
            "notafter": 
 "2021-09-23T12:00:00", 
            "ja3": {}, 
            "ja3s": {} 
        }, 
        "app_proto": "tls" 
    }
}

Terraform GuardDuty を使用して組織の Amazon を
自動的に有効化する

作成者:アーティ・カンナン (AWS)

code repository:

• amazon-guardduty-for-aws-
organizations-with-terraform

環境:プロダクション テクノロジー:セキュリ
ティ、ID、コンプライアンス、
クラウドネイティブ DevOps

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス: GuardDutyアマゾ
ン、AWS Organizations

概要
Amazonはお客様のAmazon Web Services（AWS） GuardDuty アカウントを継続的に監視し、脅威イン
テリジェンスを使用して、AWS環境内の予期しないアクティビティや潜在的に悪意のあるアクティビティ
を特定します。複数のアカウントまたは組織、複数の AWS リージョン、または AWS GuardDuty マネジ
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メントコンソールを使用して手動で有効化するのは面倒な場合があります。クラウド上でマルチアカウン
ト、マルチリージョンのサービスとリソースをプロビジョニングおよび管理できる Terraform などのコー
ドとしてのインフラストラクチャ (IaC) ツールを使用してプロセスを自動化できます。

AWS では、AWS Organizations GuardDuty を使用してで複数のアカウントを設定および管理することを
推奨しています。このパターンはその推奨事項に準拠しています。この方法の利点の 1 つは、新しいアカ
ウントが作成または組織に追加されたときに、 GuardDuty サポートされているすべてのリージョンのこれ
らのアカウントで自動的に有効化されることです。手動による操作は不要です。

このパターンは、 HashiCorp Terraform を使用して組織内の 3 つ以上のAmazon GuardDuty Web Services 
(AWS) アカウントを Amazon で使用できるようにする方法を示しています。このパターンで提供されるサ
ンプルコードは、次の処理を行います。

• AWS 組織内の対象組織の現在のメンバーであるすべての AWS Organizations GuardDuty アカウントで
有効にする

• の自動有効化機能を有効にします GuardDuty 。これにより GuardDuty、future 対象組織に追加されるす
べてのアカウントが自動的に有効になります

• 有効にするリージョンを選択できます GuardDuty
• GuardDuty 組織のセキュリティアカウントを委任管理者として使用します
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成し、 GuardDuty このバケットのすべての

アカウントから集約された結果を公開するように設定します。
• デフォルトでは、365 日後に S3 バケットからの結果を Amazon S3 Glacier フレキシブル検索ストレー

ジに移行するライフサイクルポリシーを割り当てます。

このサンプルコードは手動で実行することも、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/
CD) パイプラインに統合することもできます。

ターゲットオーディエンス

このパターンは、Terraform、Python、および AWS Organizations 経験があるユーザーにおすすめです。 
GuardDuty

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• 組織は AWS Organizations で設定され、少なくとも次の 3 つのアカウントが含まれています。

• 管理アカウント — スタンドアロンまたは CI/CD パイプラインの一部として Terraform コードをデプ
ロイするアカウントです。Terraform の状態もこのアカウントに保存されます。

• セキュリティアカウント — GuardDuty このアカウントは委任管理者として使用されます。詳細につ
いては、「 GuardDuty 委任管理者に関する重要な考慮事項 (GuardDuty ドキュメント)」を参照してく
ださい。

• ロギングアカウント — このアカウントには、 GuardDuty すべてのメンバーアカウントから集約され
た結果を公開する S3 バケットが含まれます。

必要な設定で組織を設定する方法の詳細については、「アカウント構造の作成 (AWS Well-Architected 
Labs)」を参照してください。

• 管理アカウントに Terraform の状態を保存するためのリモートバックエンドとして機能する Amazon 
S3 バケットと Amazon DynamoDB テーブル。Terraform ステートにリモートバックエンドを使用する
方法の詳細については、S3 バックエンド (Terraform ドキュメント) を参照してください。S3 バック
エンドを使用してリモート状態管理を設定するコードサンプルについては、remote-state-s3-backend
(Terraform Registry) を参照してください。次の要件に注意してください。
• S3 バケットおよび DynamoDB テーブルは同じリージョンにある必要があります。
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• DynamoDB テーブルを作成する場合、パーティションキーはLockID (大文字と小文字を区別する) 
で、パーティションキータイプは String でなければなりません。他のテーブル設定はすべてデフォル
ト値に保持する必要があります。詳細については、「プライマリキーについて」と「テーブルの作成
(DynamoDB ドキュメント)」を参照してください。

• 結果を公開する S3 バケットのアクセスログを保存するために使用される S3 バケット。 GuardDuty 詳
細については、「Amazon S3 サーバーアクセスログを有効にします (Amazon S3 ドキュメント)」を参
照してください。

• Terraform バージョン 0.14.6 以降がインストールされ、設定されています。詳細については、「スター
トアップ — AWS (Terraform ドキュメント)」を参照してください。

• Python バージョン 3.9.6 以降がインストールされ、設定されていること。詳細については、「ソースリ
リース (Python Web サイト)」を参照してください。

• AWS SDK for Python (Boto3) がインストールされています。詳細については、「インストール」(Boto3 
ドキュメント) を参照してください。

• jq がインストールされ、設定されていること。詳細については、「jq のダウンロード (jq ドキュメン
ト)」を参照してください。

機能制限

• このパターンは macOS と Amazon Linux 2 オペレーティングシステムをサポートしています。このパ
ターンは Windows オペレーティングシステムでの使用はテストされていません。

• GuardDuty どのアカウントでも、ターゲットリージョンのいずれでもまだ有効になっていない必要があ
ります。

• このパターンの IaC ソリューションは前提条件をデプロイしません。
• このパターンは、以下のベストプラクティスに従った AWS landing zone 向けに設計されています。

• landing zone は AWS Control Tower を使用して作成されました。
• セキュリティとロギングには別々の AWS アカウントが使用されます。

製品バージョン

• Terraform バージョン 0.14.6 以降。このサンプルコードはバージョン 1.2.8 でテストされています。
• Python バージョン 3.9.6 以降。

アーキテクチャ
このセクションでは、このソリューションおよびサンプルコードで確立されているアーキテクチャの概要
を説明しています。次の図は、単一の AWS リージョン内で組織内のさまざまなアカウントにデプロイさ
れたリソースを示しています。

1. Terraform は、セキュリティアカウントおよびログアカウントに GuardDutyTerraformOrgRoleAWS 
Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。

2. Terraform は、ロギングアカウントのデフォルトの AWS リージョンに S3 バケットを作成します。この
バケットは、 GuardDuty 組織内のすべての地域およびすべてのアカウントのすべての結果を集約するた
めの公開先として使用されます。また、Terraform はセキュリティアカウントに AWS Key Management 
Service (AWS KMS) キーを作成し、これを使用して S3 バケット内の結果を暗号化し、S3 バケットの
検出結果を S3 Glacier フレキシブル検索ストレージに自動的にアーカイブするように設定します。

3. Terraform は、管理アカウントから、セキュリティアカウントを委任された管理者として指定します 
GuardDuty。つまり、セキュリティアカウントは、 GuardDuty 管理アカウントを含むすべてのメンバー
アカウントのサービスを管理するようになりました。 GuardDuty 個々のメンバーアカウントを単独で一
時停止または無効化することはできません。
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4. Terraform は、 GuardDuty GuardDuty 委任された管理者用にセキュリティアカウントにディテクタを作
成します。

5. まだ有効になっていない場合、Terraform はで S3 保護を有効にします GuardDuty。詳細については、
「Amazon の Amazon S3 プロテクション GuardDuty (GuardDuty ドキュメント)」を参照してくださ
い。

6. Terraform は、 GuardDuty 組織内の現在アクティブなメンバーアカウントをすべてメンバーとして登録
します。

7. Terraform は、すべてのメンバーアカウントから集約された結果をロギングアカウントの S3 GuardDuty 
バケットに公開するように委任管理者を設定します。

8. Terraform は、選択した AWS リージョンごとにステップ 3 ～ 7 を繰り返します。

自動化とスケーリング

提供されているサンプルコードはモジュール化されているため、CI/CD パイプラインに統合してデプロイ
を自動化できます。

Tools
AWS サービス

• Amazon DynamoDB は、高速で予測可能なスケーラブルなパフォーマンスを提供するフルマネージド 
NoSQL データベースサービスです。

• Amazon GuardDuty は、AWS 環境内の予期しないアクティビティ、不正の可能性があるアクティビ
ティ、ログを分析および処理する継続的セキュリティモニタリングサービスです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されているかを制御するこ
とで、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データを保護するための暗号化キーを作成および制御
するのに役立ちます。

• AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを、お客様が作成して集中管理する組織に統合するの
に役立つアカウント管理サービスです。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを AWS 
サービスと統合するのに役立つソフトウェア開発キットです。

その他のツールとサービス

• HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニ
ングおよび管理するのに役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。

• Python は汎用のプログラミング言語です。
• jq は JSON ファイルの操作を支援するコマンドラインプロセッサです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub、amazon-guardduty-for-aws-organizations-with-terraform リポジトリにあ
ります。
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エピック
GuardDuty 組織内で有効にする

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリをクローンします。 Bash シェルで、以下のコマ
ンドを実行します。「追加情
報 (p. 2604)」セクションの「リ
ポジトリの複製」セクションで
は、 GitHub リポジトリの URL 
を含むコマンド全体をコピーで
きます。これにより、amazon-
guardduty-for-aws-organizations-
with-terraform GitHub リポジトリ
のクローンが作成されます。

git clone <github-
repository-url>

DevOps エンジニア

Terraform 設定ファイルを編集し
ます。

1. rootクローニングされたリ
ポジトリのフォルダーで、
次のコマンドを実行して
configuration.json.sample ファ
イルを複製します。

cp 
 configuration.json.sample 
 configuration.json

2. 新しい configuration.json ファ
イルを編集し、以下の各変数
の値を定義します。
• management_acc_id— 管

理アカウントのアカウント 
ID。

• delegated_admin_acc_id— 
セキュリティアカウントの
アカウント ID。

• logging_acc_id— ログア
カウントのアカウント ID。

• target_regions— 有
効にする AWS リージョ
ンのカンマ区切りリスト 
GuardDuty。

• organization_id— 有
効化しようとしている組織
の AWS Organizations ID 
GuardDuty。

• default_region— 
Terraform の状態が管理
アカウントに保存され
ているリージョン。これ
は、Terraform バックエ

DevOps エンジニア、一般
AWS、テラフォーム、パイソン
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タスク 説明 必要なスキル
ンド用に S3 バケットと 
DynamoDB テーブルをデプ
ロイしたのと同じリージョ
ンです。

• role_to_assume_for_role_creation— 
セキュリティアカウント
とロギングアカウントの
新しい IAM ロールに割り
当てる名前。この新しい
ロールは次のストーリーで
作成します。Terraform が
このロールを引き受け、
セキュリティアカウン
トとロギングアカウント
にGuardDutyTerraformOrgRole
IAM ロールを作成します。

• finding_publishing_frequency— 
結果を S3 GuardDuty バ
ケットに公開する頻度。

• guardduty_findings_bucket_region— 
公開された結果の S3 バ
ケットを作成する優先リー
ジョン。

• logging_acc_s3_bucket_name— 
公開された結果の S3 バ
ケットの優先名。

• security_acc_kms_key_alias— 
GuardDuty 結果の暗号化
に使用されるキーの AWS 
KMS エイリアス。

• s3_access_log_bucket_name— 
GuardDuty 結果に使用され
る S3 バケットのアクセス
ログを収集する既存の S3 
バケットの名前。

• tfm_state_backend_s3_bucket— 
Terraform リモートバックエ
ンドの状態を保存する既存
の S3 バケットの名前。

• tfm_state_backend_dynamodb_table— 
Terraform ステートを
ロックするための既存の 
DynamoDB テーブルの名
前。

3. 設定ファイルを保存して閉じ
ます。
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タスク 説明 必要なスキル

新しい IAM CloudFormation ロー
ル用のテンプレートを生成しま
す。

このパターンには、2 
CloudFormation つのテンプレー
トを作成する IaC ソリューショ
ンが含まれています。これらの
テンプレートは、Terraform が
セットアッププロセスで使用
する 2 つの IAM ロールを作成
します。これらのテンプレート
は、最小権限権限というセキュ
リティのベストプラクティスに
従っています。

1. Bashroot シェルのリポジ
トリフォルダで、に移動し
ますcfn-templates/。
このフォルダには、 
CloudFormation スタブ付きの
テンプレートファイルが含ま
れています。

2. 以下のコマンドを実行しま
す。これにより、スタブは
configuration.json ファイルに
入力した値に置き換えられま
す。

bash scripts/
replace_config_stubs.sh

3. CloudFormation cfn-
templates/次のテンプレー
トがフォルダに作成されてい
ることを確認します。
• management-account-

role.yaml — このファイル
には、管理アカウント内の 
IAM ロールのロール定義と
関連する権限が含まれてい
ます。この権限には、この
パターンを完了するために
必要な最低限の権限があり
ます。

• role-to-assume-for-role-
creation.yaml — このファ
イルには、セキュリティア
カウントとロギングアカウ
ントの IAM ロールのロー
ル定義と関連する権限が
含まれています。これら
のアカウントでロールを作
成するために、Terraform
GuardDutyTerraformOrgRoleが
このロールを引き受けま
す。

DevOps エンジニア、一般 AWS
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールを作成します。 スタックの作成 (CloudFormation 
ドキュメント) の指示に従って、
次の操作を行います。

1. セキュリティアカウントと
ロギングアカウントの両方
に role-to-assume-for-role-
creation.yaml スタックをデプ
ロイします。

2. management-account-role
管理アカウントに.yaml ス
タックをデプロイします。
スタックが正常に作成さ
れ、CREATE_COMPLETEス
タックのステータスが出力
に表示されたら、この新しい
ロールの Amazon リソース
ネーム (ARN) をメモしておき
ます。

DevOps エンジニア、一般 AWS

管理アカウントの IAM ロールを
割り当てます。

セキュリティ上のベストプラク
ティスとして、先に進む前に
新しい management-account-
roleIAM ロールを割り当てる
ことをお勧めします。AWS 
Command Line Interface (AWS 
CLI) の「追加情報 (p. 2604)」セ
クションの「管理アカウントの 
IAM ロールを引き受ける」にコ
マンドを入力します。

DevOps エンジニア、一般 AWS
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

セットアップスクリプトを実行
します。

repositoryroot フォルダーで
次のコマンドを実行して、セッ
トアップスクリプトを起動しま
す。

bash scripts/full-setup.sh

full-setup.sh スクリプトは以下の
アクションを実行します。

• すべての構成値を環境変数と
してエクスポートします

• 各 Terraform モジュール
のバックエンド.tf および 
terraform.tfvars コードファイ
ルを生成します

• guardduty.amazonaws.com組
織のサービスアクセスプリ
ンシパルのリストに追加す
ることで、組織内の信頼でき
るアクセスを可能にします 
GuardDuty

• 組織の状態を Terraform 状態に
インポートします

• ロギングアカウントで結果を
公開するための S3 バケットを
作成します

• セキュリティアカウントの結
果を暗号化するための AWS 
KMS キーを作成します

• 「アーキテクチャ (p. 2596)」
セクションで説明されている
ように、選択したすべての地
域で、 GuardDuty 組織全体で
有効にします

DevOps エンジニア、パイソン

(オプション) GuardDuty 組織内で無効にする

タスク 説明 必要なスキル

クリーンアップのスクリプトを
実行します。

GuardDuty このパターンを使
用して組織を有効にしていて 
GuardDuty、無効にしたい場
合は、rootリポジトリフォル
ダーで次のコマンドを実行して
cleanup-gd.sh スクリプトを起動
します。

bash scripts/cleanup-gd.sh

DevOps エンジニア、一般
AWS、テラフォーム、パイソン
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
このスクリプトは、ターゲット
組織を無効にし GuardDuty 、デ
プロイされたリソースをすべて
削除し、Terraform GuardDuty を
使用して有効にする前の組織を
以前の状態に戻します。

注:このスクリプトは、ローカル
およびリモートのバックエンド
から Terraform ステートファイ
ルまたはロックファイルを削除
しません。必要な場合は、これ
らのアクションを手動で実行す
る必要があります。また、この
スクリプトでは、インポートさ
れた組織やその組織によって管
理されているアカウントは削除
されません。への信頼できるア
クセスは、 GuardDuty クリーン
アップスクリプトの一部として
も無効化されません。

IAM ロールを削除します。 role-to-assume-for-role-
creation.yaml management-
account-roleテンプレートと.yaml
CloudFormation テンプレー
トを使用して作成されたス
タックを削除します。詳細に
ついては、「スタックの削除
(CloudFormation ドキュメン
ト)」を参照してください。

DevOps エンジニア、一般 AWS

関連リソース
AWS ドキュメント

• 複数のアカウントの管理 (GuardDuty ドキュメンテーション)
• 最小権限の付与 (IAM ドキュメント)

AWS マーケティング

• アマゾン GuardDuty
• AWS Organizations

その他のリソース

• Terraform
• テラフォーム CLI ドキュメント
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追加情報

追加情報
リポジトリをクローンする

次のコマンドを実行して、 GitHub リポジトリのクローンを作成します。

git clone https://github.com/aws-samples/amazon-guardduty-for-aws-organizations-with-
terraform

管理アカウントの IAM ロールを引き受ける

管理アカウントで IAM ロールを割り当てるには、次のコマンドを実行します。IAM ロールの ARN<IAM 
role ARN> に置き換えます。

export ROLE_CREDENTIALS=$(aws sts assume-role --role-arn <IAM role ARN> --role-session-name 
 AWSCLI-Session --output json)
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $ROLE_CREDENTIALS | jq .Credentials.AccessKeyId | sed 
 's/"//g')
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $ROLE_CREDENTIALS | jq .Credentials.SecretAccessKey | 
 sed 's/"//g')
export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $ROLE_CREDENTIALS | jq .Credentials.SessionToken | sed 
 's/"//g')

新しい Amazon Redshift クラスターに SSL エンド
ポイントが必要であることを確認する

プリヤンカ・チョードリー (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリ
ティ、ID、コンプライアンス、
分析、データレイク

AWS サービス: AWS CloudTrail; 
CloudWatch アマゾンイベント; 
Amazon Redshift; Amazon SNS; 
AWS Lambda

概要
このパターンは、新しい Amazon Redshift クラスターがセキュアソケットレイヤー (SSL) エンドポイント
なしで起動したときに自動的に通知するAmazon Web Services (AWS) CloudFormation テンプレートを提
供します。

Amazon Redshift は、フルマネージド型で、ペタバイトスケールのクラウドベースのデータウェアハウ
スを提供する、クラウドベースのデータウェアハウスサービスです。大規模なデータセットの保存と分
析用に設計されています。また、大規模なデータベース移行にも使用されます。セキュリティ上の理由
から、Amazon Redshift は SSL をサポートして、ユーザーの SQL Server クライアントアプリケーショ
ンと Amazon Redshift クラスター間の接続を暗号化します。クラスターが SSL 接続を要求するように設
定するには、起動時にクラスターに関連付けられているパラメータグループのパラメータをに設定しま
す。require_SSLtrue

このパターンで提供されるセキュリティコントロールは、AWS 
CloudTrail ログ内の Amazon Redshift API 呼び出しを監視
しCreateCluster、、、ModifyClusterRestoreFromClusterSnapshot、CreateClusterParameterGroupおよ
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前提条件と制限

び ModifyClusterParameterGroupAPI の Amazon CloudWatch イベントイベントを開始します。イベン
トがこれらの API のいずれかを検出すると、Python スクリプトを実行する AWS Lambda を呼び出し
ます。Python 関数は、 CloudWatch CloudTrail リストされているイベントがないかイベントを分析しま
す。Amazon Redshift クラスターが既存のスナップショットから作成、変更、または復元されるとき、ク
ラスターの新しいパラメータグループが作成されるとき、または既存のパラメータグループが変更される
と、require_SSL関数はクラスターのパラメータをチェックします。パラメータ値がの場合false、関
数は関連情報 (Amazon Redshift クラスター名、AWS リージョン、AWS アカウント、およびこの通知の
元となる Lambda の Amazon リソースネーム (ARN)) を含むアマゾンSimple Notification Service (Amazon 
SNS) 通知をユーザーに送信します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• クラスターサブネットグループと関連するセキュリティグループを含む仮想プライベートクラウド 

(VPC)

機能制限

• このセキュリティ管理は地域ごとに行われます。監視する AWS リージョンごとにデプロイする必要が
あります。

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

• AWS Organizations を使用している場合は、AWS StackSets Cloudformationを使用して、監視したい複
数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し
たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わ
りに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起
動および構成できます。

• Amazon CloudWatch CloudWatch Events — Amazon Events は、AWS リソースの変更を示すシステム
イベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。

• AWS Lambda — AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行で
きるコンピューティングサービスです。

• Amazon Redshift — Amazon Redshift は、クラウド内での完全マネージド型、ペタバイトスケールの
データウェアハウスを提供する、クラウド内でのサービスです。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスで
す。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量
のデータを保存および取得できます。 
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エピック

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールア
ドレスを含め、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。サ
ブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信し
ます。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

このパターンには以下の添付ファイルが含まれます。

• RedshiftSSLEndpointsRequired.zip— セキュリティコントロールの Lambda コード。
• RedshiftSSLEndpointsRequired.yml— イベントと Lambda CloudFormation 関数を設定するテン

プレート。

エピック
S3 バケットをセッティングする

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソール
で、Lambda コードの.zip ファイ
ルをホストする S3 バケットを
選択または作成します。この S3 
バケットは、監視する Amazon 
Redshift クラスターと同じ AWS 
リージョンに存在する必要があ
ります。S3 バケット名はグロー
バルに一意であり、名前空間は
すべての AWS アカウントによっ
て共有されています。S3 バケッ
ト名の先頭にスラッシュを含め
ることはできません。

クラウドアーキテクト

Lambda コードをアップロードし
ます。

添付ファイルセクションにある
Lambda コードの.zip ファイルを 
S3 バケットにアップロードしま
す。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トを起動します。

S3 バケットと同じ AWS 
リージョンで AWS 
CloudFormation コンソールを開
き、RedshiftSSLEndpointsRequired.yml添
付されたテンプレートをデプロ
イします。AWS CloudFormation 
テンプレートのデプロイの詳細
については、 CloudFormation 
ドキュメントの「AWS 
CloudFormation コンソールでの

クラウドアーキテクト
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
スタックの作成」を参照してく
ださい。

テンプレートのパラメータを入
力します。

テンプレートを起動すると、次
の情報の入力を求められます。

• S3 バケット: 最初のエピッ
クで作成または選択したバ
ケットを指定します。添付の 
Lambda コード (.zip ファイ
ル) をアップロードした場所で
す。

• S3 キー: S3 バケット内の 
Lambda .zip ファイルの場所を
指定します (たとえば、ファイ
ル名は.zip、controls/ ファイル
名は.zip)。先頭にスラッシュを
含めないでください。

• 通知電子メール: Amazon SNS 
通知を受け取る、有効な E 
メールアドレスを指定しま
す。

• Lamba ロギングレベル: 
Lambda 関数のログレベルと頻
度を指定します。Info を使用
して、進行状況に関する詳細
な情報メッセージ、展開を続
行できるエラーイベントの場
合はエラー、有害な状況が発
生した場合は警告を記録しま
す。

クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、指定
したメールアドレスに購読メー
ルが送信されます。違反通知の
受信を開始するには、このE メー
ルサブスクリプションを確認す
る必要があります。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• S3 バケットの作成 (Amazon S3 ドキュメント)
• S3 バケットへのファイルアップロード (Amazon S3 ドキュメント)
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (AWS CloudFormation ドキュメント)
• AWS を使用した AWS API CloudWatch 呼び出しでトリガーされるイベントルールの作成 CloudTrail 

(AWS CloudTrail ドキュメント)
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添付ファイル

• Amazon Redshift クラスターの作成 (Amazon Redshift ドキュメント)
• 接続のセキュリティオプションの設定 (Amazon Redshift ドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

新しい Amazon Redshift クラスターが VPC で起動
することを確認する

プリヤンカ・チョードリー (AWS) が作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: セキュリティ、ア
イデンティティ、コンプライア
ンス、分析、データベース

AWS サービス: アマゾン 
CloudWatch; AWS Lambda; 
Amazon Redshift

概要
このパターンは、Amazon Redshift クラスターが仮想プライベートクラウド (VPC) の外部で起動されたと
きに自動的に通知するAmazon Web Services (AWS) CloudFormation テンプレートを提供します。

Amazon Redshift は、完全マネージド型、ペタバイトスケールのクラウドベースのデータウェアハウス
製品です。大規模なデータセットの保存と分析用に設計されています。また、大規模なデータベース移
行にも使用されます。Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) では、AWS クラウドの論理的に隔離
されたセクションをプロビジョニングすることで、ユーザーが定義した仮想ネットワーク内で Amazon 
Redshift クラスターなどの AWS リソースを起動できます。

このパターンで提供されるセキュリティコントロールは、AWS CloudTrail ログ内の Amazon Redshift API 
呼び出しを監視し、および RestoreFromClusterSnapshotAPI の Amazon CloudWatch イベントイベントを
開始します。CreateClusterイベントがこれらの API のいずれかを検出すると、Python スクリプトを実行
する AWS Lambda を呼び出します。Python CloudWatch 関数はイベントを分析します。Amazon Redshift 
クラスターがスナップショットから作成または復元され、Amazon VPC ネットワークの外部に表示された
場合、この関数は Amazon Redshift クラスター名、AWS リージョン、AWS アカウント、Amazon などの
関連情報を含む Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知をユーザーに送信します。この通
知の送信元である Lambda のリソースネーム (ARN)。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• クラスターサブネットグループと関連するセキュリティグループを含む VPC。

機能制限
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アーキテクチャ

• AWS CloudFormation CreateClusterRestoreFromClusterSnapshotテンプレートはおよびアクション (新
しいクラスター) のみをサポートします。VPC の外部で作成された既存の Amazon Redshift クラスター
は検出されません。

• このセキュリティ管理は地域ごとに行われます。監視する AWS リージョンごとにデプロイする必要が
あります。

アーキテクチャ
ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケーリング

AWS Organizations を使用している場合は、AWS StackSets Cloudformationを使用して、監視したい複数
のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

Tools
AWS サービス

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫し
たプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わ
りに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起
動および構成できます。

• AWS CloudTrail — AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用
とリスクの監査を実施するのに役立ちます。ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行
されたアクションは、 CloudTrail にイベントとして記録されます。

• Amazon CloudWatch Events — Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシス
テムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。

• AWS Lambda — AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理サーバーなしでもコードを
実行し、サポートするコンピューティングサービスです。AWS Lambda は必要に応じてコードを実行
し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケーリングします。

• Amazon Redshift — Amazon Redshift は、クラウド内での完全マネージド型、ペタバイトスケールの
データウェアハウスサービスです。Amazon Redshift はデータレイクと統合されているため、お客様の
ビジネスと顧客のために新しい洞察を得る目的でデータを使用できるようになります。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケー
ション、バックアップ、データレイクなどの幅広いストレージソリューションに使用できる、拡張性の
高いオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールア
ドレスを含め、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。

Code

このパターンには以下の添付ファイルが含まれます。

• RedshiftMustBeInVPC.zip— セキュリティコントロールの Lambda コード。
• RedshiftMustBeInVPC.yml— イベントと Lambda CloudFormation 関数を設定するテンプレート。

これらのファイルを使用するには、次のセクションの指示に従います。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
S3 バケットをセッティングする

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを定義します。 Amazon S3 コンソール
で、Lambda コードの.zip ファイ
ルをホストする S3 バケットを
選択または作成します。この S3 
バケットは、監視する Amazon 
Redshift クラスターと同じ AWS 
リージョンに存在する必要があ
ります。S3 バケット名はグロー
バルに一意であり、名前空間は
すべての AWS アカウントによっ
て共有されています。S3 バケッ
ト名には、先頭にスラッシュを
含めることはできません。

クラウドアーキテクト

Lambda コードをアップロードし
ます。

添付ファイルセクション
にある Lambda コード 
(RedshiftMustBeInVPC.zipファ
イル) を S3 バケットにアップ
ロードします。

クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
起動します。

S3 バケットと同じ AWS リー
ジョンで AWS  CloudFormation 
コンソールを開き、添
付されたテンプレート 
(RedshiftMustBeInVPC.yml) 
をデプロイします。AWS 
CloudFormation テンプレート
のデプロイの詳細については、 
CloudFormation ドキュメントの
「AWS CloudFormation コンソー
ルでのスタックの作成」を参照
してください。

クラウドアーキテクト

テンプレートのパラメータを入
力します。

テンプレートを起動すると、次
の情報の入力を求められます。

• S3 バケット: 最初のエピック
で作成または選択したバケッ
トを指定します。これは、添
付された Lambda コード (.zip 
ファイル) をアップロードした
場所です。

• S3 キー: S3 バケット内の 
Lambda .zip ファイルの場所を

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
指定します (たとえば、ファイ
ル名は.zip、controls/ ファイル
名は.zip)。先頭にスラッシュを
含めないでください。

• 通知電子メール: Amazon SNS 
通知を受け取る、有効な E 
メールアドレスを指定しま
す。

• Lamba ロギングレベル: 
Lambda 関数のログレベルと頻
度を指定します。Info を使用
して、進行状況に関する詳細
な情報メッセージ、展開を続
行できるエラーイベントの場
合はエラー、有害な状況が発
生した場合は警告を記録しま
す。

サブスクリプションを確認する

タスク 説明 必要なスキル

サブスクリプションを確認しま
す。

CloudFormation テンプレートが
正常にデプロイされると、指定
したメールアドレスに購読メー
ルが送信されます。違反通知の
受信を開始するには、この電子
メールサブスクリプションを確
認する必要があります。

クラウドアーキテクト

関連リソース
• S3 バケットの作成 (Amazon S3 ドキュメント)
• S3 バケットへのファイルアップロード (Amazon S3 のドキュメント)
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (AWS CloudFormation ドキュメント)
• AWS を使用した AWS API CloudWatch 呼び出しでトリガーされるイベントルールの作成 CloudTrail 

(AWS CloudTrail ドキュメント)
• Amazon Redshift クラスターの作成 (Amazon Redshift ドキュメント)

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/upload-objects.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/Create-CloudWatch-Events-CloudTrail-Rule.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/Create-CloudWatch-Events-CloudTrail-Rule.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/getting-started-cluster-in-vpc.html
samples/p-attach/96fbd6d8-5ec1-4d42-aa65-432f2aeaaaa0/attachments/attachment.zip


AWS 規範的ガイダンス パターン
その他のパターン

その他のパターン
• AWS Fargate、AWS、およびNetwork Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナアプリ

ケーションにプライベートにアクセスします。 PrivateLink (p. 199)
• AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用して Amazon ECS 上のコンテナアプリケーションに

プライベートにアクセスする (p. 189)
• AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用して Amazon EKS でコンテナアプリケーションにプ

ライベートにアクセスする (p. 208)
• EC2 インスタンスに AMS アカウントの S3 バケットへの書き込みアクセスを許可する (p. 2656)
• Amazon Transcribe と Amazon Comprehend を使用して音声をリアルタイムで分析します (p. 1078)
• ある AWS アカウントの AWS CodeCommit リポジトリを別のアカウントの SageMaker Studio に関連付

ける (p. 1084)
• Amazon Cognito ートと AWS Amplify を使用して React アプリケーションユーザーを認証しま

す (p. 2746)
• AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化す

る (p. 1153)
• AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS Glue の暗号化適用を自動化する (p. 5)
• クラウドカストディアンと AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS 管理ポリシーを EC2 イ

ンスタンスプロファイルに自動的にアタッチします。 (p. 710)
• 既存の Amazon EBS ボリュームと新しい Amazon EBS ボリュームを自動的に暗号化する (p. 2667)
• クラウドカストディアンを使用して Amazon RDS へのパブリックアクセスをブロックする (p. 494)
• cdk-nag ルールパックを使用して、AWS CDK CloudFormation アプリケーションまたはテンプレートで

ベストプラクティスを確認してください (p. 731)
• 起動時に EC2 インスタンスに必須タグがないか確認する (p. 970)
• Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセスを設定する (p. 733)
• AWS IoT 環境のセキュリティイベントのロギングとモニタリングの設定 (p. 1067)
• Amazon EKS で実行されるアプリケーションの相互 TLS 認証を設定する (p. 745)
• pgAdmin の SSH トンネルを使用してConnect します (p. 504)
• AWS CLI を使用して S3 バケットから別のアカウントとリージョンにデータをコピーする (p. 170)
• AWS Network Firewall 用 Amazon CloudWatch アラートをカスタマイズ (p. 2271)
• AWS ネットワークファイアウォールと AWS Transit Gateway を使用してファイアウォールをデプロイ

する (p. 786)
• Sophos ウェブプロキシ UTM とアウトバウンドゲートウェイを AWS にデプロイ (p. 983)
• Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスの暗号化接続を有効にする (p. 529)
• 既存Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを暗号化する (p. 534)
• 起動時に Amazon RDS データベースの自動タグ付けを強制する (p. 539)
• 起動時に Amazon EMR クラスターのタグ付けを強制する (p. 30)
• Amazon S3 への Amazon EMR ロギングが起動時に有効になっていることを確認する (p. 34)
• AWS Config の高度なクエリを使用して、作成日に基づいて AWS リソースを検索する (p. 2320)
• Troposphere を使用して AWS Config 管理ルールを含む AWS CloudFormation テンプレートを生成しま

す。 (p. 822)
• AWS KMS キーのキー状態が変更されたときに Amazon SNS 通知を受け取る (p. 991)
• DynamoDB のタグ付けを強制するのに役立ちます (p. 562)
• Amazon Kinesis Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合に識別して警告す

る (p. 1150)
• AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、および DevOps OU にわたる Amazon 

Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。 (p. 1189)
• EC2 Windows インスタンスを取り込んで AWS Managed Services アカウントに移行する (p. 1501)
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その他のパターン

• ELK スタックを AWS 上のエラスティッククラウドに移行 (p. 78)
• F5 BIG-IP ワークロードを AWS クラウド上の F5 BIG-IP VE に移行 (p. 1511)
• 暗号化されていないインスタンスの Amazon Aurora をモニタリングする (p. 617)
• コンテナを再起動せずにデータベースの認証情報を更新する (p. 376)
• AWS Firewall Manager と Amazon Kinesis Data Firehose を使用して AWS WAF ログを Splunk に送信

する (p. 412)
• Amazon を使用して VPC 経由で Amazon S3 バケットの静的コンテンツを配信する CloudFront (p. 417)
• 証明書マネージャーと Let's Encrypt を使用して Amazon EKS end-to-end 上のアプリケーションの暗号

化を設定します (p. 883)
• ELB ロードバランサーに TLS 終了が必要であることを確認する (p. 2304)
• Amazon を使用するすべての AWS アカウントの IAM 認証レポートを視覚化 QuickSight (p. 137)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
AWS Amplify を使用して React 
ネイティブアプリを構築する

サーバーレス
トピック

• AWS Amplify を使用してサーバーレスの React Native モバイルアプリを構築する (p. 2614)
• AWS クラウドで高度なメインフレームファイルビューアを構築 (p. 2624)
• Kinesis データストリームと AWS CDK の Kinesis Data Firehose を使用して DynamoDB レコードを 

Amazon S3 に配信します (p. 2633)
• AWS Step Functions から AWS Systems Manager の自動化タスクを同期的に実行する (p. 2637)
• サーバーレスアプローチで AWS のサービスを連結 (p. 2644)
• その他のパターン (p. 2648)

AWS Amplify を使用してサーバーレスの React 
Native モバイルアプリを構築する

作成者:ディークシトゥル・ペンタコタ (AWS)

code repository:

• aws-amplify-react-native-ios-
todo-app

環境: 本番稼働用 ソース: NA

ターゲット: AWS Amplify、AWS 
AppSync、Amazon 
Cognito、Amazon DynamoDB

R タイプ: 再構築 ワークロード: オープンソース

テクノロジー: サーバーレス、モ
バイル

AWS サービス: AWS Amplify; 
AWS AppSync; Amazon Cognito; 
Amazon DynamoDB

概要
このパターンは、AWS Amplify と以下の AWS サービスを使用して React Native モバイルアプリのサー
バーレスバックエンドを作成する方法を示しています。

• AWS AppSync
• Amazon Cognito
• Amazon DynamoDB

Amplify を使用してアプリケーションのバックエンドを設定およびデプロイすると、Amazon Cognito 
はアプリケーションユーザーを認証し、アプリケーションへのアクセスを許可します。 AppSync その
後、AWS はフロントエンドアプリケーションとバックエンド DynamoDB テーブルとやり取りしてデータ
を作成および取得します。

[Note:] (メモ:) このパターンでは例として単純な「ToDoList」アプリを使用しますが、同様の手順で任意の 
React Native モバイルアプリを作成できます。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• Amplify コマンドラインインターフェイス (Amplify CLI)、インストールおよび設定済み
• Xcode (すべてのバージョン)
• Microsoft Visual Studio (任意のバージョン、任意のコードエディタ、任意のテキストエディタ)
• Amplify に精通している
• Amazon Cognito に関する知識
• AWS に関する知識 AppSync
• DynamoDB に関する知識
• Node.js に精通している
• npm に関する知識
• リアクトとリアクトネイティブに関する知識
• JavaScript および ECMAScript6 (ES6) に関する知識
• GraphQL に関する知識

アーキテクチャ
次の図は、AWS クラウドで React Native モバイルアプリケーションのバックエンドを実行する場合の
アーキテクチャの例を示しています。

図表に示す内容は以下のアーキテクチャです。

1. Amazon Cognito はアプリケーションユーザーを認証し、アプリケーションへのアクセスを許可しま
す。

2. データを作成および取得するために、AWS AppSync は GraphQL API を使用してフロントエンドアプリ
ケーションとバックエンドの DynamoDB テーブルとやり取りします。

Tools
AWS サービス

• AWS Amplify は、フロントエンドのウェブおよびモバイルデベロッパーがで迅速かつフルスタックアプ
リケーションを構築できるようにする、専用のツールと機能のセットです。

• AWS AppSync は、Amazon DynamoDB、および HTTP APIを含む複数のソースからのデータを組み合
わせて、アプリケーション開発者にスケーAWS Lambda GraphQL インターフェイスを提供します。

• Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、承認、およびユーザー管理機能を提供しま
す。

• Amazon DynamoDB は、高速で予測可能でスケーラブルな NoSQL データベースサービスです。

Code

このパターンで使用されるサンプルアプリケーションのコードは、 GitHub aws-amplify-react-native-ios-
todo-app リポジトリにあります。サンプルファイルを使用するには、このパターンのエピックセクション
の指示に従ってください。
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エピック

エピック
React Native アプリを作成して実行する

タスク 説明 必要なスキル

React Native 開発環境をセット
アップします。

手順については、React Native
ドキュメントの「開発環境の
セットアップ」を参照してくだ
さい。

アプリケーションデベロッパー

iOS シミュレーターで ToDoList 
React Native モバイルアプリを
作成して実行します。

1. 新しいターミナルウィンドウ
で次のコマンドを実行して、
ローカル環境に新しい React 
Native モバイルアプリプロ
ジェクトディレクトリを作成
します。

npx react-native init 
ToDoListAmplify

2. 以下のコマンドを実行して、
プロジェクトのルートディレ
クトリに移動します。

cd ToDoListAmplify
3. 次のコマンドを使用してアプ

リケーションを実行します。

npx react-native run-
ios

アプリケーションデベロッパー

アプリケーションの新しいバックエンド環境を初期化します

タスク 説明 必要なスキル

アプリをサポートするために
必要なバックエンドサービスを
Amplifyで作成します。

1. ローカル環境で、プロジェ
クトのルートディレクトリ 
(ToDoListAmplify) で次のコマ
ンドを実行します。

amplify init
2. アプリに関する情報を入力す

るように求めるプロンプトが
表示されます。ユースケース
に基づいて必要な情報を入力
します。次に、Enter キーを押
します。

ToDoList このパターンで使用さ
れるアプリ設定には、次の設定
例を適用します。

React ネイティブAmplify アプリ
の設定例

アプリケーションデベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル

? Name: ToDoListAmplify

? Environment: dev

? Default editor: Visual 
 Studio Code

? App type: javascript

? Javascript framework: 
 react-native

? Source Directory Path: src

? Distribution Directory 
 Path: /

? Build Command: npm run-
script build

? Start Command: npm run-
script start

? Select the authentication 
 method you want to use: AWS 
 profile

? Please choose the profile 
 you want to use: default

詳細については、Amplify デベ
ロッパーセンターのドキュメン
トの「新しい Amplify バックエ
ンドの作成」を参照してくださ
い。

[Note:] (メモ:) amplify initこ
のコマンドは、AWS を使用して
以下のリソースをプロビジョニ
ングします CloudFormation。 

• 認証済みユーザーと非認証
ユーザーの AWS ID およびア
クセス管理 (IAM) ロール (認証
ロールと認証解除ロール)

• デプロイ用の Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
バケット (このパターンのサ
ンプルアプリケーションでは
Amplify-Meta.json)

• Amplify ホスティングのバック
エンド環境
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

Amazon コグニート認証を Amplify React Native アプリケーションに追加する

タスク 説明 必要なスキル

Amazon Cognito 認証サービスを
作成します。

1. ローカル環境で、プロジェ
クトのルートディレクトリ 
(ToDoListAmplify) で次のコマ
ンドを実行します。

amplify add auth
2. 認証サービスの構成設定に関

する情報を入力するように求
めるプロンプトが表示されま
す。ユースケースに基づいて
必要な情報を入力します。次
に、Enter キーを押します。

ToDoList このパターンで使用さ
れるアプリ設定には、次の設定
例を適用します。

認証サービス構成設定の例

? Do you want to use the 
 default authentication and 
 security configuration? \  
Default configuration 
  
? How do you want users to 
 be able to sign in? \  
Username  

? Do you want to configure 
 advanced settings? \  
No, I am done

[Note:] (メモ:) amplify add 
authこのコマンドは、プロジェ
クトのルートディレクトリ内の
ローカルフォルダー (amplify) 
に、必要なフォルダー、ファイ
ル、および依存関係ファイルを
作成します。 ToDoList このパ
ターンで使用されるアプリ設定
では、この目的のために aws-
exports.js が作成されます。

アプリケーションデベロッパー

Amazon Cognito サービスを 
AWS クラウドにデプロイしま
す。

1. プロジェクトのルートディレ
クトリから、次の Amplify CLI 
コマンドを実行します。

amplify push
2. デプロイを確認するプロンプ

トが表示されます。「はい」
と入力します。次に、Enter
キーを押します。

アプリケーションデベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
[Note:] (メモ:) プロジェクトにデ
プロイされたサービスを確認す
るには、以下のコマンドを実行
して Amplify コンソールに移動し
ます。

amplify console

React Native に必要な Amplify ラ
イブラリと iOS CocoaPods 用
の依存関係をインストールしま
す。

1. プロジェクトのルートディレ
クトリから次のコマンドを実
行して、必要な Amplify オー
プンソースクライアントラ
イブラリをインストールしま
す。

npm install aws-
amplify aws-amplify-
react-native \ amazon-
cognito-identity-
js @react-native-
community/netinfo \ 
@react-native-async-
storage/async-storage

2. 次のコマンドを使用して、iOS 
CocoaPods に必要な依存関係
をインストールします。

npx pod-install

アプリケーションデベロッパー

Amplify サービスをインポートし
て設定します。

アプリのエントリポイントファ
イル (App.js など) で、次のコー
ド行を入力して Amplify サービス
の構成ファイルをインポートし
てロードします。

import Amplify from 'aws-
amplify'
import config from './src/
aws-exports'
Amplify.configure(config)

[Note:] (メモ:) アプリのエント
リポイントファイルに Amplify 
サービスをインポートした後
にエラーが表示される場合は、
アプリを停止してください。次
に、XCode を開き、プロジェク
トの iOS ToDoListAmplifyフォ
ルダーから.xcworkspace を選択
し、アプリを実行します。

アプリケーションデベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

WithAuthenticator 高次コンポー
ネント (HOC) を使用するよう
に、アプリのエントリポイント
ファイルを更新してください。

[Note:] (メモ:)
withAuthenticatorHOCは、
わずか数行のコードを使用し
て、アプリにサインイン、サイ
ンアップ、およびパスワードを
忘れた場合のワークフローを提
供します。詳細については、オ
プション 1 を参照してくださ
い。Amplify デベロッパーセン
ターのビルド前の UI コンポー
ネントを使用してください。ま
た、React ドキュメントの高次コ
ンポーネントも参照してくださ
い。

1. アプリのエントリポイン
トファイル (App.js など) 
に、次のコード行を入力し
てwithAuthenticator HOC 
をインポートします。

import 
{ withAuthenticator } 
from 'aws-amplify-
react-native'

2. 次のコードを入力し
て、WithAuthenticator HOC を
エクスポートします。

export default 
withAuthenticator(App)

オーセンティケータHOCコード
例付き

import Amplify from 'aws-
amplify'
import config from './src/
aws-exports'
Amplify.configure(config)
import { withAuthenticator } 
 from 'aws-amplify-react-
native';

const App = () => { 
  return null;
};

export default 
 withAuthenticator(App);

[Note:] (メモ:) iOS シミュレー
タでは、アプリケーションには 
Amazon Cognito サービスによっ

アプリケーションデベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
て提供されるログイン画面が表
示されます。

認証サービスのセットアップを
テストします。

iOS Simulator で、以下の操作を
行います。

1. 実際のメールアドレスを使用
して、アプリに新しいアカウ
ントを作成します。その後、
登録されたメールに確認コー
ドが送信されます。

2. 確認メールに記載されている
コードを使用して、アカウン
トの設定を確認します。

3. 作成したユーザー名とパス
ワードを入力します。次に、
[サインイン] を選択します。 
ウェルカム画面が表示されま
す。 

[Note:] (メモ:) Amazon Cognito 
コンソールを開いて、ID プール
に新しいユーザーが作成されて
いるかどうかを確認することも
できます。

アプリケーションデベロッパー

AWS AppSync API と DynamoDB データベースをアプリケーションConnect。

タスク 説明 必要なスキル

AWS AppSync API と 
DynamoDB データベースを作成
します。

1. AWS AppSync API をアプリ
ケーションに追加し、プロ
ジェクトのルートディレクト
リから次の Amplify CLI コマ
ンドを実行して DynamoDB 
データベースを自動的にプロ
ビジョニングします。

amplify add api
2. API とデータベースの構成設

定に関する情報を入力するよ
うに求めるプロンプトが表示
されます。ユースケースに基
づいて必要な情報を入力しま
す。次に、Enter キーを押しま
す。Amplify CLI は、テキスト
エディターで GraphQL スキー
マファイルを開きます。

ToDoList このパターンで使用さ
れるアプリ設定には、次の設定
例を適用します。

アプリケーションデベロッパー
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
API とデータベースの構成設定の
例

? Please select from one 
 of the below mentioned 
 services: \  
GraphQL  

? Provide API name: 
 todolistamplify

? Choose the default 
 authorization type for the 
 API \  
Amazon Cognito User Pool

Do you want to use the 
 default authentication and 
 security configuration

? Default configuration How 
 do you want users to be 
 able to sign in? \  
Username

Do you want to configure 
 advanced settings? \  
No, I am done.

? Do you want to configure 
 advanced settings for the 
 GraphQL API \  
No, I am done.

? Do you have an annotated 
 GraphQL schema? \  
No

? Choose a schema template: 
 \  
Single object with fields 
 (e.g., “Todo” with ID, 
 name, description)

? Do you want to edit the 
 schema now? \  
Yes

GraphQL スキーマの例

 type Todo @model { 
   id: ID! 
   name: String! 
   description: String
}
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

AWS AppSync API をデプロイし
ます。

1. プロジェクトのルートディレ
クトリで、次の Amplify CLI コ
マンドを実行します。

amplify push
2. API とデータベースの構成設

定に関する詳細情報の入力
を求めるプロンプトが表示
されます。ユースケースに基
づいて必要な情報を入力しま
す。次に、Enter キーを押し
ます。これで、アプリは AWS 
AppSync API とやり取りでき
ます。 

ToDoList このパターンで使用さ
れるアプリ設定には、次の設定
例を適用します。

AWS AppSync API 構成設定の例

[Note:] (メモ:) 次の設定で
は、AWS に GraphQL API を作
成し AppSync 、Dynamo DB に
Todo テーブルを作成します。

 ? Are you sure you want to 
 continue? Yes
? Do you want to generate 
 code for your newly created 
 GraphQL API Yes
? Choose the code generation 
 language target javascript
? Enter the file name 
 pattern of graphql queries, 
 mutations and subscriptions 
 src/graphql/**/*.js
? Do you want to generate/
update all possible GraphQL 
 operations - \  
queries, mutations and 
 subscriptions Yes
? Enter maximum statement 
 depth \
[increase from default 
 if your schema is deeply 
 nested] 2

アプリケーションデベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションのフロント
エンドを AWS AppSync API 
Connect。

ToDoList このパターンで提供
されているサンプルアプリを使
用するには、aws-amplify-react-
native-ios-todo-app GitHub リポ
ジトリの App.js ファイルから
コードをコピーします。次に、
サンプルコードをローカル環境
に統合します。

リポジトリの App.js ファイルで
提供されるサンプルコードは、
次の処理を行います。

• ToDo タイトルフィールドと説
明フィールドを含むアイテム
を作成するためのフォームを
表示します

• やること項目 (タイトルと説明) 
のリストを表示します

• aws-amplifyメソッドを使用
してデータを投稿および取得
する

アプリケーションデベロッパー

関連リソース
• AWS Amplify
• Amazon Cognito
• AWS AppSync
• Amazon DynamoDB
• React (リアクトドキュメンテーション)

AWS クラウドで高度なメインフレームファイル
ビューアを構築

Boopathy GOPALSAMY (AWS) とジェレミア・オコナー (AWS) によって作成されました

環境: PoC またはパイロット テクノロジー: サーバーレス; マ
イグレーション

ワークロード: IBM

AWS サービス: Amazon 
Athena、AWS Lambda、 
OpenSearch アマゾンサービ
ス、AWS Step Functions
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

概要
このパターンには、AWS サーバーレスサービスを使用してメインフレームの固定形式ファイルを参照およ
び確認するための高度なツールを構築するのに役立つコードサンプルと手順が記載されています。このパ
ターンは、メインフレームの入力ファイルを Amazon OpenSearch Service ドキュメントに変換して閲覧
および検索する方法の例を示しています。ファイルビューアーツールは次の作業に役立ちます。

• メインフレームのファイル構造とレイアウトを維持して、AWS ターゲットの移行環境で一貫性を保つ 
(たとえば、外部の関係者にファイルを転送するバッチアプリケーションでファイルのレイアウトを同じ
にしておくことができます)

• メインフレーム移行中の開発とテストをスピードアップ
• 移行後の保守活動のSupport

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• レガシープラットフォームからアクセス可能なサブネットを持つ Virtual Private Cloud (VPC)
• 入力ファイルとそれに対応する共通ビジネス指向言語 (COBOL) コピーブック (注:入力ファイルと 

COBOL コピーブックの例については、 GitHub リポジトリのを参照してくださいgfs-mainframe-
solutions。 COBOL コピーブックの詳細については、IBM Web サイトの「エンタープライズ COBOL for 
z/OS 6.3 プログラミングガイド」を参照してください。)

機能制限

• コピーブックの解析は、ネストされたレベルが 2 つ以下に制限されます (OCURCER)

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• FB (固定ブロック) 形式の入力ファイル
• COBOL コピーブックのレイアウト

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon Athena
• OpenSearch アマゾンサービス
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Lambda
• AWS Step Functions

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、メインフレーム入力ファイルを解析して、 OpenSearch ブラウズおよび検索用のサービスド
キュメントに変換するプロセスを示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Tools

1. 管理者ユーザーまたはアプリケーションは、入力ファイルを 1 つの S3 バケットに、COBOL コピー
ブックは別の S3 バケットにプッシュ配信します。

2. 入力ファイルを含む S3 バケットは、サーバーレスの Step Functions ワークフローを開始する Lambda 
関数を呼び出します。[Note:] (メモ:) S3 イベントトリガーと Lambda 関数を使用してこのパターンで 
Step Functions ワークフローを実行することはオプションです。 GitHub このパターンのコードサンプ
ルにはこれらのサービスの使用は含まれていませんが、要件に応じてこれらのサービスを使用できま
す。

3. Step Functions ワークフローは、次の Lambda 関数からのすべてのバッチプロセスを調整します。
• s3copybookparser.pyこの関数はコピーブックのレイアウトを解析し、フィールド属性、データ

型、オフセット (入力データ処理に必要) を抽出します。
• s3toathena.pyこの関数は Athena テーブルレイアウトを作成します。Athena 

は、s3toathena.py関数によって処理された入力データを解析し、データを CSV ファイルに変換し
ます。

• s3toelasticsearch.pyこの関数は S3 バケットから結果ファイルを取り込み、ファイルを 
OpenSearch Service にプッシュ配信します。

4. ユーザーは、 OpenSearch OpenSearch サービスを使用してダッシュボードにアクセスして、さまざま
なテーブル形式および列形式でデータを取得し、インデックス化されたデータに対してクエリを実行し
ます。

Tools
AWS サービス

• Amazon Athena は、標準 SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを
直接、簡単に分析できるようにするインタラクティブなクエリサービスです。

• AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できるようにす
るコンピューティングサービスです。コードは必要に応じて実行され、自動的にスケーリングされ
るため、課金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。このパターンで
は、Lambda を使用して、ファイルの解析、データの変換、インタラクティブなファイルアクセスのた
めの OpenSearch Service へのデータの読み込みなどのコアロジックを実装します。

• Amazon OpenSearch Service は、AWS クラウドにサービスクラスターをデプロイ、 OpenSearch ス
ケーリングするためのマネージドサービスです。このパターンでは、 OpenSearch Service を使用して
変換されたファイルのインデックスを作成し、ユーザーにインタラクティブな検索機能を提供します。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで
あり、任意の量のデータの保存、取得に役立ちます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマ
ンドを使って AWS サービスとやり取りするためのオープンソースツールです。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役
立ちます。これにより、誰が認証され、許可されているかをコントロールできます。

• AWS Step Functions は、Lambda 関数と他の AWS のサービスを組み合わせてビジネスクリティカルな
アプリケーションを構築するためのサーバーレスオーケストレーションサービスです。このパターンで
は、Step Functions を使用して Lambda 関数をオーケストレーションします。

その他のツール

• GitHubは、コラボレーションツールとバージョン管理を提供するコードホスティングサービスです。
• Python は高級プログラミング言語です。

Code

GitHub gfs-mainframe-patternsこのパターンのコードはリポジトリにあります。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
ターゲット環境を準備する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 コピーブック、入力ファイル、
出力ファイルを保存するための 
S3 バケットを作成します。S3 
バケットには次のフォルダ構造
をお勧めします。

• copybook/
• input/
• output/
• query/
• results/

一般的な AWS

s3 コピーブックパーサー関数を
作成します。

1. s3copybookparserと
いう名前の Lambda 関
数を作成し、GitHubリポ
ジトリからソースコード 
(s3copybookparser.pyとcopybook.py) 
をアップロードします。

2. IAMS3ReadOnly ポリシーを 
Lambda 関数にアタッチしま
す。

一般的な AWS

s3 toathena 関数を作成します。 1. s3toathenaという名
前の Lambda 関数を
作成し、GitHubリポジ
トリからソースコード 
(s3toathena.py) をアップ
ロードします。Lambda のタ
イムアウトを 60 秒以上に設定
します。

2. 必要なリソースへの
アクセスを提供するに
は、IAMAmazonAthenaFullAccess
ポリシーと 
LambdaS3FullAccess 関数
にアタッチします。

一般的な AWS

s3 to エラスティックサーチ関数
を作成します。

1. Python の依存関係を Lambda 
環境に追加します。重要:
Lambdas3toelasticsearch
関数は Python Elasticsearch 
クライアントの依存関係 
(Elasticsearch==7.9.0とrequests_aws4auth) 
を使用するため、この関数を
使用するには Python 依存関係
を追加する必要があります。

2. s3toelasticsearchと
いう名前の Lambda 関
数を作成し、GitHubリポ

一般的な AWS
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https://github.com/aws-samples/gfs-mainframe-patterns.git


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ジトリからソースコード 
(s3toelasticsearch.py) 
をアップロードします。

3. Python の依存関係を Lambda 
レイヤーとしてインポートし
ます。

4. IAMS3ReadOnly ポリシーと 
LambdaAmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess
関数にアタッチします。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

OpenSearch サービスクラスター
を作成します。

クラスターの作成

1. OpenSearch サービスクラス
ターを作成します。クラス
ターを作成する場合、以下の
作業を行います。
• OpenSearch ダッシュボー

ドへのサインインに使用で
きるクラスターのマスター
ユーザーとパスワードを作
成します。[Note:] (メモ:) 
Amazon Cognito による認
証を使用する場合、このス
テップは不要です。

• きめ細かなアクセスコ
ントロールを選択してく
ださい。これにより、 
OpenSearch Service のデー
タへのアクセスをコント
ロールする追加の方法が提
供されます。

2. ドメイン URL をコピーし、
環境変数 'HOST' として 
Lambdas3toelasticsearch
関数に渡します。

IAM ロールへのアクセスを許可
する

Lambda 関数の IAM ロール 
(arn:aws:iam::**:role/
service-role/
s3toelasticsearch-role-
**) にきめ細かくアクセスできる
ようにするには、次の操作を行
います。

1. OpenSearch マスターユー
ザーとしてDashboards にサイ
ンインします。

2. [セキュリティ] タブを選択
し、[ロール]、[all_access]、
[マップユーザー]、[バックエ
ンドロール] を選択します。

3. Lambda 関数の IAM ロール
の Amazon リソースネーム 
(ARN) を追加し、[保存] を選
択します。詳細については、 
OpenSearch サービスドキュ
メントの「ユーザーへのロー
ルのマッピング」を参照して
ください。

一般的な AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

オーケストレーション用の 
SStep Functions を作成します。

1. Step Functions ステートマシ
ンを標準フローで作成しま
す。GitHub 定義はリポジトリ
に含まれています。

2. JSON スクリプトで、Lambda 
関数の ARN を環境内の 
Lambda 関数の ARN に置き換
えます。

一般的な AWS

デプロイと実行

タスク 説明 必要なスキル

入力ファイルとコピーブックを 
S3 バケットにアップロードしま
す。

GitHub リポジトリのサンプル
フォルダからサンプルファイル
をダウンロードし、先に作成し
た S3 バケットにファイルをアッ
プロードします。

1. Mockedcopy.cpyacctix.cpy<S3_Bucket>/
copybookとをフォルダに
アップロードします。

2. Modedupdate.txtacctindex.cpy<S3_Bucket>/
inputとサンプル入力ファイ
ルをフォルダーにアップロー
ドします。

一般的な AWS

Step Functions 数を呼び出しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Step
Functions コンソールを開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[ス
テートマシン] を選択します。

3. ステートマシンを選択し、[実
行開始] を選択します。

4. 入力ボックスに、次のコピー
ブック/ファイルパスを JSON 
変数として S3 バケットに入
力し、[実行を開始] を選択し
ます。

{ 
  "s3_copybook_bucket_name": 
 "<BUCKET NAME>", 
  "s3_copybook_bucket_key": 
 "<COPYBOOK PATH>", 
  "s3_source_bucket_name": 
 "<BUCKET NAME", 
  "s3_source_bucket_key": 
 "INPUT FILE PATH"
}

一般的な AWS
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https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-creating-lambda-state-machine.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
例:

{ 
  "s3_copybook_bucket_name": 
 "fileaidtest", 
  "s3_copybook_bucket_key": 
 "copybook/acctix.cpy", 
  "s3_source_bucket_name": 
 "fileaidtest", 
  "s3_source_bucket_key": 
 "input/acctindex"
}

Step Functions でワークフローの
実行を検証します。

Step Functions コンソールで、グ
ラフインスペクターでワークフ
ローの実行を確認します。実
行状態は、実行ステータスを表
すように色分けされています。
たとえば、青は進行中、緑は
成功、赤は失敗を示します。実
行イベントの詳細については、
「実行イベント履歴」セクショ
ンの表を確認することもできま
す。

グラフィカルなワークフロー実
行の例については、このパター
ンの追加情報セクションにある
Step Functions クショングラフを
参照してください。

一般的な AWS

Amazon CloudWatch で配信ログ
を検証してください。

1. AWS マネジメントコンソール
にサインインし、CloudWatch 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [ロ
グ] を展開し、[ロググループ] 
を選択します。

3. 検索ボックス
で、s3toelasticsearch関
数のロググループを検索しま
す。

成功した配信ログの例について
は、このパターンの「追加情
報」CloudWatch セクションに
ある配信ログを参照してくださ
い。

一般的な AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

OpenSearch フォーマットされた
ファイルをダッシュボードで検
証し、ファイル操作を実行しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインします。「ア
ナリティクス」で「Amazon 
OpenSearch サービス」を選
択します。

2. ナビゲーションペイン
で、[Domains] (ドメイン) を選
択します。

3. 検索ボックスに、ドメインの 
URL OpenSearch をダッシュ
ボードに入力します。

4. ダッシュボードを選択し、マ
スターユーザーとしてサイン
インします。

5. 索引付きデータをテーブル形
式で参照します。

6. 入力ファイルを、 
OpenSearch ダッシュボード
のフォーマットされた出力
ファイル (インデックス付き
ドキュメント) と比較します。
ダッシュボードビューには、
フォーマットされたファイ
ルに追加された列ヘッダーが
表示されます。フォーマット
されていない入力ファイルの
ソースデータがダッシュボー
ドビューのターゲットデー
タと一致することを確認しま
す。

7. インデックス化されたファイ
ルに対して、検索 (フィールド
名、値、式の使用など)、フィ
ルタ、DQL (ダッシュボードク
エリ言語) 操作などのアクショ
ンを実行します。

一般的な AWS

関連リソース
リファレンス:

• COBOL コピーブックの例 (IBM ドキュメンテーション)
• BMC コンピュウェアファイルエイド (BMC ドキュメント)

チュートリアル

• チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出す (AWS Lambda ドキュメント)
• AWS Step Functions と AWS Lambda を使用してサーバーレスワークフローを作成する方法を教えてく

ださい (AWS ドキュメント)
• Amazon OpenSearch OpenSearch サービスでのダッシュボードの使用 (AWS ドキュメント)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

追加情報
Step Functions ングラフ

次の例は Step Functions グラフを示しています。グラフには、このパターンで使用される Lambda 関数の
実行ステータスが表示されます。

CloudWatch 配信ログ

次の例は、s3toelasticsearch実行実行の成功配信ログを示しています。

2022-08-10T 15:53:33. 033-05:00 処理文書の数: 100

2022-08-10T 15:53:33. 171-05:00 [情報] 2022-10T 20:33:33.171Z 
a1b2c3DS https://search-
essearch-3h4uqclifeqaj2vg4mphe7ffle.us-
east-2.es.amazonaws.com:443/
_bulk [ステータス:200 リクエス
ト:0.100s]

2022-08-10T 15:53:33. 172-05:00 一括書き込み成功:100 ドキュメ
ント

Kinesis データストリームと AWS CDK の Kinesis 
Data Firehose を使用して DynamoDB レコードを 
Amazon S3 に配信します

シャシャンク・シュリバスタヴァ (AWS) とダニエル・マトゥキ・ダ・クーニャ (AWS) によって作成され
ました

コード

• Amazon S3 への Amazon 
DynamoDB の取り込み

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:サーバーレス、
データレイク、データベース、
ストレージとバックアップ

AWS サービス:AWS 
CDK、Amazon 
DynamoDB、Amazon Kinesis 
Data Firehose、Amazon 
Kinesis Data Streams、AWS 
Lambda、Amazon S3

概要
このパターンは、Amazon Kinesis Data Streams と Amazon Kinesis Data Firehose を使用して Amazon 
DynamoDB から Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にレコードを配信するためのサンプル
コードとアプリケーションを提供します。このパターンのアプローチでは、AWS Cloud Development Kit 
(AWS CDK) L3 コンストラクトを使用し、Amazon Web Services (AWS) クラウド上のターゲット S3 バ
ケットにデータを配信する前に AWS Lambda でデータ変換を実行する方法の例が含まれています。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

Kinesis Data Streams は、項目レベルの変更を DynamoDB テーブルに記録し、必要な Kinesis データス
トリームに複製します。アプリケーションは Kinesis データストリームにアクセスして、項目レベルの変
更をほぼリアルタイムで表示できます。Kinesis Data Streams では、Kinesis Data Firehose や Amazon 
Kinesis Data Analytics など、他の Amazon Kinesis サービスにもアクセスできます。したがって、リアル
タイムのダッシュボードを提供したり、アラートを生成したり、動的な価格設定や広告を実装したり、高
度なデータ分析を実行したりするアプリケーションを構築できます。

このパターンは、データ統合のユースケースに使用できます。たとえば、輸送車両や産業機器は大量の
データを DynamoDB テーブルに送信できます。その後、このデータを変換して Amazon S3 でホストさ
れているデータレイクに保存できます。その後、Amazon Athena、Amazon Redshift Spectrum、Amazon 
Rekognition、AWS Glue などのサーバーレスサービスを使用して、データをクエリして処理し、潜在的な
欠陥を予測できます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) 詳細については、AWS CLI ドキュメントの「AWS CLI の開始

方法」を参照してください。
• Node.js (14.x+) と npm がインストールされ、設定されています。詳細については、npmドキュメントの

「Node.js と npm のダウンロードとインストール」を参照してください。
• aws-cdk (2.49+)、インストールおよび設定済み 詳細については、AWS CDK ドキュメントの「AWS 

CDK の使用開始」を参照してください。
• GitHub aws-dynamodb-kinesisfirehose-sローカルマシン上でクローニングおよび設定された、3 回の取

り込みが可能なリポジトリ。
• DynamoDB テーブルの既存のサンプルデータ。データは以下のフォーマットを使用する必要がありま

す。{"Id": {"S": "123"},"MessageData":{"S": "Hello World"}

アーキテクチャ
次の図は、Kinesis Data Streams Firehose を使用して DynamoDB から Amazon S3 にレコードを配信する
ワークフローの例を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. データは Amazon API Gateway を DynamoDB のプロキシとして使用して取り込まれます。他のソース
を使用して DynamoDB にデータを取り込むこともできます。 

2. アイテムレベルの変更は、Kinesis Data Streams でほぼリアルタイムで生成され、Amazon S3 に配信さ
れます。

3. Kinesis Data Streams は、変換と配信のためにレコードを Kinesis Data Firehose に送信します。 
4. Lambda 関数は、レコードを DynamoDB レコード形式から JSON 形式に変換します。JSON 形式に

は、レコード項目の属性名と値のみが含まれます。

Tools
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ

びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
• AWS CDK Toolkit は、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) アプリを操作するのに役立つコマンド

ラインクラウド開発キットです。
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-getting-started.html
https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/getting_started.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/getting_started.html
https://github.com/aws-samples/aws-dynamodb-kinesisfirehose-s3-ingestion/
https://github.com/aws-samples/aws-dynamodb-kinesisfirehose-s3-ingestion/
https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/home.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/cli.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルの
コマンドを介して AWS サービスと対話することができます。

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

Code

このパターンのコードは、 GitHub aws-dynamodb-kinesisfirehose-s3 回取り込みリポジトリにあります。

叙事詩
サンプルコードのセットアップおよび設定

タスク 説明 必要なスキル

ファイルをインストールしま
す。

ローカルマシンで、
次のコマンドを実行し
て、package.jsonpattern/
aws-dynamodb-
kinesisstreams-s3sample-
applicationおよびディレクト
リのファイルから依存関係をイ
ンストールします。

1. cd <project_root>/
pattern/aws-dynamodb-
kinesisstreams-s3 

2. npm install 
3. cd <project_root>/

sample-application/
4. npm install

 

アプリ開発者、ジェネラル AWS

AWS CloudFormation テンプレー
トを生成します。

1. cd <project_root>/
sample-application/ コマ
ンドを実行します。

2. cdk synthコマンドを実行し
て AWS CloudFormation テン
プレートを生成します。

3. AwsDynamodbKinesisfirehoseS3IngestionStack.template.jsoncdk.out出
力はディレクトリに保存され
ます。

4. AWS CDK または AWS マネ
ジメントコンソールを使用し
て AWS でテンプレートを処
理します CloudFormation。

アプリケーション開発者、ジェ
ネラル AWS、AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

リソースのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

リソースを確認してデプロイし
ます。

1. cdk diffコマンドを実行し
て、AWS CDK コンストラク
トによって作成されたリソー
スタイプを特定します。

2. cdk deployコマンドを実行
する。

アプリケーション開発者、ジェ
ネラル AWS、AWS DevOps

DynamoDB テーブルにデータを取り込んでソリューションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

サンプルデータを DynamoDB 
テーブルに取り込みます。

1. AWS CLI で以下のコマンドを
実行して、DynamoDB テーブル
にリクエストを送信します。

aws dynamodb put-item \  
 --table-name 
 <your_table_name>  \     
 --item \
'{"Id": {"S": 
 "<primary_key_ID>"},"MessageData":
{"S": "<data>"}'

デフォルトでは、put-item操
作が成功しても、は出力とし
て値を返しません。操作が失敗
した場合はエラーを返します。
データは DynamoDB に保存さ
れ、Kinesis Data Streams と 
Kinesis Data Firehose に送信さ
れます。 

注:DynamoDB テーブルにデータ
を追加するには、さまざまな方
法を使用します。詳細について
は、Amazon DynamoDB ドキュ
メントの「テーブルへのデー
タのロード」を参照してくださ
い。

アプリケーションデベロッパー

S3 バケットで新しいオブジェク
トが作成されたことを確認しま
す。

AWS マネジメントコンソールに
サインインし、S3 バケットを監
視して、送信したデータで新し
いオブジェクトが作成されたこ
とを確認します。 

詳細については、Amazon S3 
API リファレンスドキュメン
トを参照してください。get-
object

アプリ開発者、ジェネラル AWS
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関連リソース

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

リソースをクリーンアップしま
す。

cdk destroyコマンドを実行し
て、このパターンで使用されて
いるすべてのリソースを削除し
ます。

アプリ開発者、ジェネラル AWS

関連リソース
• s3-static-site-stack .ts (GitHub リポジトリ)
• aws-apigateway-dynamodb モジュール (GitHub リポジトリ)
• aws-kinesisstreams-kinesisfirehose-s3 モジュール (GitHub リポジトリ)
• DynamoDB Streams treams ストリームの変更データキャプチャ (Amazon DynamoDB ドキュメント)
• Kinesis Data Streams を使用して DynamoDB への変更をキャプチャする (Amazon DynamoDB ドキュメ

ント)

AWS Step Functions から AWS Systems Manager 
の自動化タスクを同期的に実行する

エリー・エル・コーリー (AWS) によって作成されました

code repository:

• amazon-stepfunctions-ssm-
waitfortasktoken

環境:プロダクション テクノロジー:サーバーレス、 
DevOpsオペレーション、エンド
ユーザーコンピューティング

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス:AWS Systems 
Manager、AWS Step Functions

概要
このパターンでは、Amazon Web Services (AWS) のStep Functions を AWS Systems Manager と統合す
る方法を説明しています。AWS SDK サービスの統合を使用して、ステートマシンのワークフローからタ
スクトークンを使用して AWS Systems Manager startAutomationExecutionAPI を呼び出し、トークンが成
功または失敗の呼び出しで戻るまで一時停止します。統合を実証するために、このパターンではドキュメ
ントを囲む自動化ドキュメント (ランブック) ラッパーを実装し、.waitForTaskTokenを使用して同期的
に呼び出しますAWS-RunShellScript。AWS-RunShellScriptStep Functions のサービス統合の詳細に
ついては、AWS Step FunAWS Step Functions デベロッパーガイドを参照してください。

AWS Step Functions はローコードの視覚的なワークフローサービスで、AWS サービスを使用して分散ア
プリケーションの構築、IT プロセスとビジネスプロセスの自動化、データおよび機械学習パイプラインの
構築を行うことができます。ワークフローは、失敗、再試行、並列化、サービス統合、可観測性を管理す
るので、より価値の高いビジネスロジックに集中できます。

オートメーションは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)、Amazon Redshift、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) など) でのメ
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https://github.com/awslabs/aws-solutions-constructs/blob/main/source/use_cases/aws-s3-static-website/lib/s3-static-site-stack.ts#L25
https://github.com/awslabs/aws-solutions-constructs/tree/main/source/patterns/%40aws-solutions-constructs/aws-apigateway-dynamodb
https://github.com/awslabs/aws-solutions-constructs/tree/main/source/patterns/%40aws-solutions-constructs/aws-kinesisstreams-kinesisfirehose-s3
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Streams.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/kds.html
https://github.com/aws-samples/amazon-stepfunctions-ssm-waitfortasktoken/tree/main
https://github.com/aws-samples/amazon-stepfunctions-ssm-waitfortasktoken/tree/main
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/supported-services-awssdk.html
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ンテナンス、デプロイ、および修復に関する一般的なタスクを簡素化するための、の一機能です。オー
トメーションは、自動化の同時実行性をきめ細かく制御できます。たとえば、同時にターゲットにするリ
ソースの数や、オートメーションを停止する前に許容可能なエラーの発生数を指定することができます。

Runbook のステップ、パラメーター、例などの実装の詳細については、「追加情報 (p. 2642)」セクショ
ンを参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS Step Functions と AWS Systems Manager にアクセスするための、AWS Identity and Access 

Management (IAM) のアクセス許可
• AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) がインスタンスにインストールされた EC2 

インスタンス
• Runbook を実行する予定のインスタンスにアタッチされた Systems Manager の IAM インスタンスプロ

ファイル
• 以下の IAM 権限を持つ Step Functions ロール (最小権限の原則に従う):

{ 
             "Effect": "Allow", 
             "Action": "ssm:StartAutomationExecution", 
             "Resource": "*" 
 }

製品バージョン

• SSM ドキュメントスキーマバージョン 0.3 以降
• SSM エージェントバージョン 2.3.672.0 以降

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• AWS Step Functions
• AWS Systems Manager Automation

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

• このパターンは、複数のインスタンスに Runbook CloudFormation をデプロイするために使用できるテ
ンプレートを提供します。( GitHub Step Functions と Systems Manager の実装リポジトリを参照してく
ださい。)

Tools
AWS サービス
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https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-install-ssm-agent.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/setup-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/setup-instance-profile.html
https://github.com/aws-samples/amazon-stepfunctions-ssm-waitfortasktoken
https://github.com/aws-samples/amazon-stepfunctions-ssm-waitfortasktoken
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叙事詩

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用が許可されるかを制御すること
で、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

• AWS Step Functions ctionsは、AWS Lambda関数と他のサービスを組み合わせてビジネスクリティカル
なアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。

• AWS Systems Manager は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管
理を簡単に行うことができるようになります。アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、運用
上の問題の検出と解決までにかかる時間が短縮されるほか、大規模な AWS リソースを大規模かつ安全
に管理できるようになります。

Code

このパターンのコードは、Step GitHub Functions と Systems Manager の実装リポジトリにあります。 

叙事詩
ランブックの作成

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation テンプレートを
ダウンロードします。

ssm-automation-
documents.cfn.jsoncloudformation 
GitHub リポジトリのフォルダか
らテンプレートをダウンロード
します。

AWS DevOps

ランブックの作成。 AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CloudFormation コンソールを開
いてテンプレートをデプロイし
ます。AWS CloudFormation テン
プレートのデプロイの詳細につ
いては、 CloudFormation ドキュ
メントの「AWS CloudFormation 
コンソールでのスタックの作
成」を参照してください。 
CloudFormation テンプレートは
次の 3 つのリソースをデプロイ
します。

• SfnRunCommandByInstanceIds— 
インスタンス IDAWS-
RunShellScript を使用して
実行できる Runbook

• SfnRunCommandByTargets— 
ターゲットを使って実行で
きるAWS-RunShellScript
Runbook

• SSMSyncRole— ランブックが
担う IAM の役割

AWS DevOps

2639

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://github.com/aws-samples/amazon-stepfunctions-ssm-waitfortasktoken
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
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サンプルステートマシンを作成する

タスク 説明 必要なスキル

テストステートマシンを作成し
ます。

AWS Step Functions 開発者ガイ
ドの指示に従って、ステートマ
シンを作成して実行します。定
義には、次のコードを使用して
ください。必ずアカウント内の
有効な Systems Manager 対応イ
ンスタンスの IDInstanceIds 
で値を更新してください。

{ 
  "Comment": "A description 
 of my state machine", 
  "StartAt": 
 "StartAutomationWaitForCallBack", 
  "States": { 
    
 "StartAutomationWaitForCallBack": 
 { 
      "Type": "Task", 
      "Resource": 
 "arn:aws:states:::aws-
sdk:ssm:startAutomationExecution.waitForTaskToken", 
      "Parameters": { 
        "DocumentName": 
 "SfnRunCommandByInstanceIds", 
        "Parameters": { 
          "InstanceIds": [ 
            
 "i-1234567890abcdef0" 
          ], 
          "taskToken.
$": "States.Array($
$.Task.Token)", 
          
 "workingDirectory": [ 
            "/home/ssm-
user/" 
          ], 
          "Commands": [ 
            "echo \"This is 
 a test running automation 
 waitForTaskToken\" >> 
 automation.log", 
            "sleep 100" 
          ] 
        } 
      }, 
      "End": true 
    } 
  }
}

このコードは Runbook を呼
び出して、Systems Manager 
AutomationwaitForTaskToken 
への呼び出しを説明する 
2 つのコマンドを実行しま

AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/getting-started.html
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タスク 説明 必要なスキル
す。   /home/ssm-user/
automation.logタスクはファ
イルに「 waitForTaskこれはテ
スト実行中の自動化トークンで
す」と書き込み、100 秒間スリー
プしてから、タスクトークンで
応答し、ワークフロー内の次の
タスクを解放します。

代わり
にSfnRunCommandByTargets 
runbook を呼び出す場合
は、Parameters 前のコードの
セクションを次のコードに置き
換えてください。

"Parameters": { 
          "Targets": [ 
            { 
              "Key": 
 "InstanceIds", 
              "Values": [ 
                
 "i-02573cafcfEXAMPLE", 
                
 "i-0471e04240EXAMPLE" 
              ] 
            } 
          ],

ステートマシンのIAM ロールを
更新します。

前のステップでは、ステートマ
シンの専用の IAM ロールが自動
的に作成されます。ただし、ラ
ンブックを呼び出すアクセス許
可は付与されません。以下のア
クセス許可を追加してロールを
更新します。

{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": 
 "ssm:StartAutomationExecution", 
      "Resource": "*" 
 }

AWS DevOps

同期呼び出しを検証します。 ステートマシンを実行し
て、Step Functions と Systems 
Manager オートメーション間の
同期呼び出しを検証します。 

出力例については、「追加情
報 (p. 2642)」セクションを参照
してください。 

AWS DevOps

2641



AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

関連リソース
• AWS Step Functions 入門 (AWS Step Functions 開発者ガイド)
• タスクトークンによるコールバックを待つ (AWS Step 関数、開発者ガイド、サービス統合パターン)
• 送信タスク成功と送信失敗の API コール (Boto3 ドキュメント) 
• AWS Systems Manager Automation (AWS Systems Manager ユーザーガイド)

追加情報
実装の詳細

このパターンでは、2 つの Systems Manager ランブックをデプロイする AWS CloudFormation テンプ
レートが提供されます。

• SfnRunCommandByInstanceIds インスタンス IDAWS-RunShellScript を使用してコマンドを実行
します。

• SfnRunCommandByTargets AWS-RunShellScriptターゲットを使用してコマンドを実行します。

各 Runbook には、Step Functions.waitForTaskToken のオプションを使用する際の同期呼び出しを実
現するための 3 つのステップが実装されています。

[Step] (ステップ) [Action] (アクション) 説明

1 RunCommand RunShellScript コマンドを
実行します。

2 SendTaskFailure ステップ 1 が中止または
キャンセルされたときに実
行されます。Step Functions
send_task_failure API を呼び出
し、ステートマシンから渡され
たトークン、障害エラー、およ
び障害の原因の説明の 3 つのパ
ラメーターを入力として受け入
れます。

3 SendTaskSuccess ステップ 1 が成功したときに
実行されます。Step Functions
send_task_success API を呼び出
し、ステートマシンから渡され
たトークンを入力として受け入
れます。

ランブックのパラメーター

SfnRunCommandByInstanceIdsランブック

パラメータ名 [Type] (タイプ) オプションまたは必須 説明

executionTimeout 整数 任意 コマンドが失敗したと
みなされるまでの経過
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https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/connect-to-resource.html#connect-wait-token
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/stepfunctions.html#SFN.Client.send_task_failure
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/stepfunctions.html#SFN.Client.send_task_success
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
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https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/stepfunctions.html#SFN.Client.send_task_success
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時間 (秒)。デフォルトは 
3600 (1 時間) です。最
大値は 172800 (48 時間) 
です。

workingDirectory 文字列 任意 インスタンスの作業ディ
レクトリへのパス。

Commands StringList 必須 実行するシェルスクリプ
トまたはコマンド。

InstanceIds StringList 必須 コマンドを実行するイン
スタンスの ID です。

taskToken 文字列 必須 コールバック応答に使用
するタスクトークン。

SfnRunCommandByTargetsランブック

名前 [Type] (タイプ) オプションまたは必須 説明

executionTimeout 整数 任意 コマンドが失敗したと
みなされるまでの経過
時間 (秒)。デフォルトは 
3600 (1 時間) です。最
大値は 172800 (48 時間) 
です。

workingDirectory 文字列 任意 インスタンスの作業ディ
レクトリへのパス。

Commands StringList 必須 実行するシェルスクリプ
トまたはコマンド。

Targets MapList 必須 指定したキーと値のペ
アを使用してインス
タンスを識別する検索
条件の配列です。例:
[{"Key":"InstanceIds","Values":
["i-02573cafcfEXAMPLE","i-0471e04240EXAMPLE"]}]

taskToken 文字列 必須 コールバック応答に使用
するタスクトークン。

サンプル出力

次の表は、step 関数からのサンプル出力を示しています。ステップ 5 (TaskSubmitted) からステップ 6 
(TaskSucceeded) までの合計実行時間が 100 秒を超えていることがわかります。これは、step 関数が
「sleep 100」コマンドの終了を待ってから、ワークフローの次のタスクに移動したことを示しています。

ID [Type] (タイプ) [Step] (ステッ
プ)

[Resource] (リ
ソース)

経過時間 (ミリ
秒)

タイムスタンプ

1 ExecutionStarted - 0 2022年3月11日 
02:50:34 .303 
午後
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サーバーレスアプローチを使用し
て AWS のサービスを連鎖させる

2 TaskStateEnteredStartAutomationWaitForCallBack- 40 2022年3月11日 
02:50:34 .343 
午後

3 TaskScheduledStartAutomationWaitForCallBack- 40 2022年3月11日 
02:50:34 .343 
午後

4 TaskStarted StartAutomationWaitForCallBack- 154 2022年3月11日 
02:50:34 .457 
午後

5 TaskSubmittedStartAutomationWaitForCallBack- 657 2022年3月11日 
02:50:34 .960 
午後

6 TaskSucceededStartAutomationWaitForCallBack- 103835 2022年3月11日 
02:52:18 .138 
午後

7 TaskStateExitedStartAutomationWaitForCallBack- 103860 2022年3月11日 
02:52:18 .163 
午後

8 ExecutionSucceeded - 103897 2022年3月11日 
02:52:18 .200 
午後

サーバーレスアプローチで AWS のサービスを連結
作成者:アニケット・ブラガンザ (AWS)

環境:プロダクション テクノロジー:サーバーレス、ク
ラウドネイティブ、ソフトウェ
ア開発とテスト、モダナイゼー
ション、インフラストラクチャ 
DevOps

AWS サービス:Amazon 
S3、Amazon SNS、Amazon 
SQS、AWS Lambda

概要
このパターンは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS)、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)、AWS Lambda を連結した、スケーラブ
ルでサーバーレスなアプローチを示しています。アップロードされたファイルのサンプルはデモ用です。
サーバーレスアプローチでは、ビジネス目標の達成に必要な AWS のサービスを組み合わせることで、他
のタスクを完了できます。サーバーレスアプローチでは、イベント駆動型の通知、回復力のあるストレー
ジ、およびFunction as a Service（FaaS）コンピューティングを利用してリクエストを処理する非同期
ワークフローを採用しています。サーバーレスアプローチを使用すると、コストを最小限に抑えながら需
要に合わせてスケーリングできます。

注:サーバーレスアプローチで AWS のサービスを連鎖させる方法はいくつかあります。たとえ
ば、Amazon SNS や Amazon SQS の代わりに、Lambda と Amazon S3 を組み合わせたアプローチを使
用できます。ただし、このパターンでは Amazon SNS と Amazon SQS を使用します。このアプローチで
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は、処理オーバーヘッドを最小限に抑えながら、イベント通知中に Lambda 呼び出しプロセスに複数の統
合ポイントを追加し、サーバーレスオーケストレーションに複数のリスナーを含めるように実装を拡張で
きるためです。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• AWS アカウントへのプログラムによるアクセス。詳細については、以下を参照してください。

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ドキュメントの前提条件
• AWS コマンドラインインターフェイス (AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS 

AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS) ドキュメントの前提条件
• AWS CDK、インストール済み
• AWS CLI、インストールおよび設定済み
• Python 3.9

製品バージョン

• AWS CDK 2.x
• Python 3.9

アーキテクチャ
次の図は、連鎖された AWS サービスにより、ユーザーがファイルを S3 バケットにアップロードして処理
する方法を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. ユーザーがファイルを S3 バケットにファイルをアップロードします。
2. アップロードにより、SNS トピックにメッセージを公開する S3 イベントが開始されます。メッセージ

には、S3 イベントの詳細が含まれます。
3. SNS トピックに公開されたメッセージは SQS キューに挿入され、そのキューがサブスクライブされ、

そのトピックに関する通知を受け取ります。
4. Lambda 関数は (イベントソースとして) SQS キューをポーリングし、メッセージが処理されるのを待

ちます。
5. Lambda 関数は SQS キューからメッセージを受信すると、それらを処理してメッセージの受信を確認

します。
6. メッセージが Lambda によって処理されない場合、そのメッセージは SQS キューに戻され、最終的に

SQS デッドレターキューに転送されます。

テクノロジースタック

• Amazon S3
• Amazon SNS
• Amazon SQS
• AWS Lambda
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-prereqs.html#getting-started-prereqs-keys
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Tools

Tools
AWS サービス

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで
す。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パ
ブリッシャーとクライアント間のメッセージ交換を調整および管理するのに役立ちます。

• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、安全で耐久性があり、耐久性があり、耐久性があ
り、耐久性があり、耐久性があり、耐久性があり、耐久性があり、耐久性があり、耐久性があり、耐
久性があり、耐久性があり、耐久性があり、耐久性があり、耐久性があり、耐久性があり、耐久性があ
り、

• AWS Lambda はコンピューティングサービスです。必要な場合にのみコードを実行し、自動的にスケー
リングするため、支払いは実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

その他のツール

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS CDK アプリケーションを操作するための主要なツー
ルです。アプリを実行し、定義したアプリケーションモデルを調べ、AWS CDK によって生成された 
AWS CloudFormation テンプレートを生成してデプロイします。

• AWS コマンドラインインターフェイス（AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS 
AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS 
AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS CLI）はオープンソースのツールです。

• Pythonは、高レベルのインタープリター型汎用プログラミング言語です。

Code

このパターンのコードは、S3 から SNS、SQS、Lambda GitHub へのチェーニングリポジトリにありま
す。

叙事詩
サーバーレス環境を開発

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリをクローンします。 リポジトリをクローン
し、python/s3-sns-sqs-
lambda-chainそのフォルダに
移動します。

アプリケーションデベロッパー

仮想環境をセットアップしま
す。

1. AWS CDK で、python3 -m 
venv .venvコマンドを実行
します。

2. macOS/Linux または 
Windowssource .venv/
bin/activate.venv
\Scripts\activate.bat
上でコマンドを実行します。

アプリケーションデベロッパー

依存関係をインストールしま
す。

pip install -r 
requirements.txt コマンドを
実行します。

アプリケーションデベロッパー
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html
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https://www.python.org/downloads/release/python-390/
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https://github.com/aws-samples/aws-cdk-examples/tree/master/python/s3-sns-sqs-lambda-chain
https://github.com/aws-samples/aws-cdk-examples
https://github.com/aws-samples/aws-cdk-examples


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

CloudFormation スタックのテスト

タスク 説明 必要なスキル

ユニットテストを実行する。 1. pip install -r 
requirements-dev.txt コ
マンドを実行します。

2. (オプション)cdk 
synth --no-staging 
> template.yml
CloudFormation コマンドを
実行してスタックを生成しま
す。重要:スタックを検査す
ることはできますが、ステー
ジングされたリソースとアー
ティファクトの生成は避けて
ください。

3. pytestコマンドを実行して、
すべてのユニットテストを実
行します。

4. (オプション)pytest tests/
unit/<test_filename> コ
マンドを実行して、特定の
ファイルのテストを実行しま
す。

アプリ開発者、テストエンジニ
ア

CloudFormation スタックのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

ブートストラップ環境をセット
アップします。

AWS ドキュメントの「ブート
ストラップ」の指示に従って、 
CloudFormation スタックがデプ
ロイされる各 AWS リージョンで 
AWS CDK デプロイ用の環境を
ブートストラップします。

注:このステップでは、プログラ
ムによるアクセスが可能な認証
情報が必要です。

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア、データエンジニア

CloudFormation スタックをデプ
ロイします。

cdk deployコマンドを実行し
て、スタックをビルドして AWS 
アカウントにデプロイします。

アプリ開発者、 DevOps エンジ
ニア、AWS DevOps

環境のリソースをクリーンアップ

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation スタックを削除
し、関連するリソースを削除し
ます。

CloudFormation 作成された
スタックを削除し、関連する
リソースをすべて削除するに

アプリケーションデベロッパー
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https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/bootstrapping.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/bootstrapping.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/bootstrapping.html
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https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/bootstrapping.html
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その他のパターン

タスク 説明 必要なスキル
は、run cdk destroy コマンド
を実行します。

その他のパターン
• Athena による Amazon DynamoDB テーブルへのアクセス、クエリ、結合 (p. 107)
• aws-nuke を使用して AWS リソースの削除を自動化する (p. 1156)
• AWS SAM を使用してネストされたアプリケーションのデプロイを自動化する (p. 2109)
• DynamoDB TTL を使用して Amazon S3 に項目を自動的にアーカイブする (p. 2033)
• Amazon OpenSearch Service でマルチテナントのサーバーレスアーキテクチャを構築 (p. 2057)
• AWS Lambda 拡張機能を使用してシークレットをキャッシュする (p. 2087)
• AWS サービスを使用してバリューアットリスク (VaR) を計算 (p. 16)
• AWS Service Catalog 製品をさまざまな AWS アカウントと AWS リージョンにコピーする (p. 1177)
• Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインを自動的に作成 (p. 768)
• CQRS とイベントソーシングを使用してモノリスをマイクロサービスに分解する (p. 2228)
• React ベースのシングルページアプリケーションを Amazon S3 にデプロイし、 CloudFront (p. 2752)
• プライベートエンドポイントとApplication Load Balancer を使用して、Amazon API Gateway API を内

部ウェブサイトにデプロイします。 (p. 2757)
• Amazon EKS クラスターをデプロイおよびデバッグする (p. 307)
• インフラストラクチャをコードとして使用して、サーバーレスデータレイクを AWS クラウドにデプロ

イして管理します。 (p. 449)
• コンテナイメージで Lambda 関数をデプロイする (p. 280)
• Step Functions を使用して IAM アクセスアナライザーで IAM ポリシーを動的に生成する (p. 2461)
• Amazon S3 への Amazon EMR ロギングが起動時に有効になっていることを確認する (p. 34)
• オンデマンドキャパシティの DynamoDB テーブルのコストを見積もる (p. 543)
• Amazon Personalize を使用して、パーソナライズおよび再ランク付けされたレコメンデーションを生成

する (p. 1112)
• AWS Glue ジョブと Python を使用してテストデータを生成する (p. 38)
• AWS Step Functions を使用してサーバーレスサガパターンを実装する (p. 2139)
• AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、および DevOps OU にわたる Amazon 

Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。 (p. 1189)
• Step Functions と Lambda プロキシ関数を使用して AWS CodeBuild アカウント全体でプロジェクトを

開始する (p. 843)
• AWS Glue を使用して Apache カサンドラのワークロードを Amazon Keyspaces に移行する (p. 55)
• AWS Step Functions を使用して検証、変換、パーティショニングを使用して ETL パイプラインをオー

ケストレーションします (p. 96)
• AWS Fargate を使用して、イベント駆動型でスケジュールされたワークロードを大規模に実行 (p. 2206)
• Amazon を使用して VPC 経由で Amazon S3 バケットの静的コンテンツを配信する CloudFront (p. 417)
• マルチアカウント環境では、すべての Security Hub メンバーアカウントのセキュリティ標準制御を無効

にする (p. 2570)
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AWS を使用してユニットテストを実行する CodeBuild

ソフトウェア開発とテスト
トピック

• AWS を使用して Node.js GitHub アプリケーションのユニットテストを実行する CodeBuild (p. 2649)
• その他のパターン (p. 2654)

AWS を使用して Node.js GitHub アプリケーション
のユニットテストを実行する CodeBuild

トーマス・スコット (AWS) とジャン・バプティスト・ギロワ (AWS) によって作成されました

コードリポジトリ:

• ノード JS テストサンプル

環境:プロダクション テクノロジー:ソフトウェア開発
とテスト

AWS サービス:AWS CodeBuild

概要
このパターンは、Node.js ゲーム API のサンプルソースコードと主要なユニットテストコンポーネントを
提供します。また、継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) ワークフローの一部として 
CodeBuild、AWS GitHub を使用してリポジトリからこれらの単体テストを実行する手順も含まれていま
す。

ユニットテストは、ユニットと呼ばれるアプリケーションのさまざまな部分が、正しく動作するかどうか
を個別にテストするソフトウェア開発プロセスです。テストでは、コードの品質を検証し、期待どおりに
機能することを確認します。他の開発者も、テストを参考にすれば簡単にコードベースに慣れることがで
きます。ユニットテストは、future のリファクタリング時間を短縮し、エンジニアがコードベースにすば
やく慣れるのに役立ち、予想される動作に自信を持てるようになります。

単体テストでは、AWS Lambda 関数を含む個々の関数をテストします。単体テストを作成するには、
テストフレームワークとテスト (アサーション) を検証する方法が必要です。このパターンのコード例で
は、Mocha テストフレームワークと Chai アサーションライブラリを使用しています。 

ユニットテストとテストコンポーネントの例の詳細については、「追加情報 (p. 2653)」セクションを参照
してください。

前提条件と制限
• CodeBuild 正しい権限を持つアクティブな AWS アカウント
• GitHub アカウント (サインアップの手順をご覧ください)
• Git (インストール手順を参照)
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https://github.com/aws-samples/node-js-tests-sample/tree/main
https://mochajs.org/
https://www.chaijs.com/
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https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git
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アーキテクチャ

• コードを変更してプッシュするためのコードエディタ GitHub (たとえば、AWS Cloud9 を使用できます)

アーキテクチャ
このパターンでは、次の図に示されているアーキテクチャを実装しています。

Tools
Tools

• Git ─ Git はコード開発に使用できるバージョン管理システムです。
• AWS Cloud9 ─ リッチなコード編集エクスペリエンスを実現しており、複数のプログラミング言語、ラ

ンタイムデバッガ、および組み込みターミナルがサポートされています。また、クラウドでソフトウェ
アのコード作成、ビルド、実行、テスト、デバッグに使用するツールが含まれており、ソフトウェア
をクラウドにリリースするのに役立ちます。AWS Cloud9 IDE には、ウェブブラウザからアクセスしま
す。

• AWS CodeBuild ─ CodeBuild フルマネージド型の継続的統合サービスであり、このサービスにより、
ソースコードをコンパイルし、テストを実行し、デプロイ可能なソフトウェアパッケージを作成できま
す。では CodeBuild、自分のビルドサーバーをプロビジョニング、管理、スケールする必要がありませ
ん。 CodeBuild 継続的にスケーリングし、複数のビルドを同時に処理するため、ビルドがキューで待
機状態になることはありません。パッケージ済みのビルド環境を使用するか、ご自分のビルドツール
を使用するカスタムビルド環境を作成することですぐに開始できます。では CodeBuild、使用したコン
ピューティングリソースに対して分単位で課金されます。

Code

このパターンのソースコードは GitHub、サンプルゲームユニットテストアプリケーションリポジトリにあ
ります。このパターンでは、 GitHub このサンプルから独自のリポジトリを作成するか (オプション 1)、サ
ンプルリポジトリを直接使用する (オプション 2) ことができます。次のセクションの各オプションの指示
に従います。選択するオプションはユースケースによって異なります。

叙事詩
オプション 1- GitHub 以下のコマンドで個人リポジトリで単体テストを実行する 
CodeBuild

タスク 説明 必要なスキル

GitHub サンプルプロジェクトに
基づいて独自のリポジトリを作
成します。

1. GitHubにログインします。
2. 新しいレポジトリを作成しま

す。手順については、GitHub 
ドキュメントを参照してくだ
さい。

3. サンプルリポジトリをクロー
ンして、アカウントの新し
いリポジトリにプッシュしま
す。

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps

CodeBuild 新しいプロジェクトを
作成します。

1. AWS マネジメント
コンソールを https:// 
console.aws.amazon.com/ 

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps
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http://aws.amazon.com/cloud9/
https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/welcome.html
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https://github.com/aws-samples/node-js-tests-sample
https://console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home
https://console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
codesuite/codebuild/home で
開きます。 CodeBuild

2. [Create build project (ビルドプ
ロジェクトの作成)] を選択し
ます。

3. 「プロジェクト構成」セク
ションの「プロジェクト名」
に「aws-tests-sample-node-
js」と入力します。

4. 「ソース」セクションの
「ソースプロバイダー」で、
を選択しますGitHub。

5. リポジトリについては、
GitHub マイアカウントの [リ
ポジトリ] を選択し、 GitHub 
新しく作成したリポジトリに 
URL を貼り付けます。

6. プライマリソースの Webhook
イベントセクションで、コー
ド変更がこのリポジトリに
プッシュされるたびに再構築
を選択します。

7. イベントタイプには、
「PUSH」を選択します。 

8. [環境] セクションで、[マネー
ジドイメージ]、[Amazon 
Linux 2]、および最新のイメー
ジを選択します。

9. それ以外のオプションについ
ては、デフォルト設定のまま
にして、[ビルドプロジェクト
の作成] を選択します。

ビルドを開始します。 [確認] ページで、[ビルドの開
始] を選択してビルドを実行しま
す。

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps

オプション 2-公開リポジトリでユニットテストを実行する CodeBuild

タスク 説明 必要なスキル

CodeBuild 新しいビルドプロジェ
クトを作成します。

1. AWS マネジメント
コンソールを https:// 
console.aws.amazon.com/ 
codesuite/codebuild/home で
開きます。 CodeBuild

2. [Create build project (ビルドプ
ロジェクトの作成)] を選択し
ます。

3. 「プロジェクト構成」セク
ションの「プロジェクト名」

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
に「aws-tests-sample-node-
js」と入力します。

4. 「ソース」セクションの
「ソースプロバイダー」で、
を選択しますGitHub。

5. [リポジトリ] で [パブリック
リポジトリ] を選択し、URL:
https://github.com/aws-
samples/ を貼り付けます
node-js-tests-sample。

6. [環境] セクションで、[マネー
ジドイメージ]、[Amazon 
Linux 2]、および最新のイメー
ジを選択します。

7. それ以外のオプションについ
ては、デフォルト設定のまま
にして、[ビルドプロジェクト
の作成] を選択します。

ビルドを開始します。 [確認] ページで、[ビルドの開
始] を選択してビルドを実行しま
す。

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps

ユニットテストの分析

タスク 説明 必要なスキル

テスト結果を表示します。 CodeBuild コンソールで、 
CodeBuild ジョブのユニット
テスト結果を確認します。追
加情報セクションに表示され
ている結果と一致するはずで
す (p. 2653)。

これらの結果は、 GitHub 
CodeBuildとのリポジトリ統合を
検証します。 

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps

ウェブフックを適用します。 Webhook を適用できるようにな
りました。これにより、コード
の変更をリポジトリのメインブ
ランチにプッシュするたびに自
動的にビルドを開始できます。
手順については、CodeBuild ド
キュメントを参照してくださ
い。

アプリ開発者、AWS 管理
者、AWS DevOps

関連リソース
• サンプルゲームユニットテストアプリケーション (GitHub サンプルコードを含むリポジトリ)
• AWS CodeBuild ドキュメンテーション
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追加情報

• GitHub Webhook イベント (CodeBuild ドキュメンテーション)
• 新しいリポジトリの作成 (GitHub ドキュメント)

追加情報
ユニットテスト結果

プロジェクトが正常にビルドされると、 CodeBuild コンソールに次のテスト結果が表示されます。 

ユニットテストコンポーネントの例

このセクションでは、ユニットテストで使用される 4 種類のテストコンポーネント (アサーション、ス
パイ、スタブ、モック) について説明します。各コンポーネントの簡単な説明とコード例が含まれていま
す。 

アサーション

アサーションは、期待される結果を検証するために使用されます。これは特定の関数から期待される応答
を検証するため、重要なテストコンポーネントです。次のサンプルアサーションは、新しいゲームを初期
化するときに返される ID が 0 から 1000 の間であることを検証します。

const { expect }  = require('chai');
const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () => { 
 it('Check that the Game ID is between 0 and 1000', function() { 
      const game = new Game(); 
      expect(game.id).is.above(0).but.below(1000) 
 });
});

スパイ

スパイは、ファンクションの実行中に何が起こっているかを観察するために使用されます。たとえば、関
数が正しく呼び出されたことを検証できます。次の例は、start メソッドと stop メソッドが Game クラス
オブジェクトで呼び出されることを示しています。

const { expect }  = require('chai');
const { spy } = require('sinon');

const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () => { 
   it('should verify that the correct function is called', () => { 
      const spyStart = spy(Game.prototype, "start"); 
      const spyStop = spy(Game.prototype, "stop"); 
      
      const game = new Game(); 
      game.start(); 
      game.stop(); 
      
      expect(spyStart.called).to.be.true 
      expect(spyStop.called).to.be.true 
    });
});

スタブ
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その他のパターン

スタブは、関数のデフォルト応答をオーバーライドするために使用されます。これは、関数が外部リクエ
ストを行う場合に特に便利です。単体テストからの外部リクエストは避けたいからです。（外部リクエス
トは、異なるコンポーネント間でリクエストを物理的にテストできる統合テストに適しています。） 次の
例では、スタブが getId 関数からのリターン ID を強制的に取得します。

const { expect }  = require('chai');
const {.stub } = require('sinon');

const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () =>  { 
   it('Check that the Game ID is between 0 and 1000', function() { 
      let generateIdStub = stub(Game.prototype, 'getId').returns(999999); 

      const game = new Game(); 

      expect(game.getId).is.equal(999999); 

      generateIdStub.restore(); 
    });
});

モック

モックは、さまざまなシナリオをテストするための動作があらかじめプログラムされた偽のメソッドで
す。モックはスタブの拡張形と見なすことができ、複数のタスクを同時に実行できます。次の例では、
モックを使用して 3 つのシナリオを検証しています。

• 関数が呼び出されます 
• 関数は引数で呼び出されます
• 関数は整数 9 を返す

const { expect }  = require('chai');
const {.mock } = require('sinon');

const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () =>  { 
   it('Check that the Game ID is between 0 and 1000', function() { 
      let mock = mock(Game.prototype).expects('getId').withArgs().returns(9); 

      const game = new Game(); 
      const id = get.getId(); 

      mock.verify(); 
      expect(id).is.equal(9); 
    });
});

その他のパターン
• Amazon Cognito ートと AWS Amplify を使用して React アプリケーションユーザーを認証しま

す (p. 2746)
• aws-nuke を使用して AWS リソースの削除を自動化する (p. 1156)
• クラウドカストディアンと AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS 管理ポリシーを EC2 イ

ンスタンスプロファイルに自動的にアタッチします。 (p. 710)
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その他のパターン

• Amazon Kinesis ビデオストリームと AWS Fargate を使用してビデオ処理パイプラインを構築しま
す (p. 164)

• AWS Lambda 拡張機能を使用してシークレットをキャッシュする (p. 2087)
• サーバーレスアプローチで AWS のサービスを連結 (p. 2644)
• Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換 (p. 1265)
• AWS Copilot を使用してクラスター化されたアプリケーションを Amazon ECS にデプロイする (p. 293)
• コンテナイメージで Lambda 関数をデプロイする (p. 280)
• Lambda 関数、Amazon VPC、およびサーバーレスアーキテクチャを使用して静的アウトバウンド IP ア

ドレスを生成する (p. 331)
• AWS Glue ジョブと Python を使用してテストデータを生成する (p. 38)
• ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS で最新化 (p. 2176)
• Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET コアウェブ API Docker コンテナを実行する (p. 387)
• pytest フレームワークを使用して AWS Glue で Python ETL ジョブのユニットテストを実行す

る (p. 860)
• 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する (p. 1993)
• Account Factory for Terraform (AFT) をローカルで検証 (p. 1054)
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EC2 インスタンスに AMS 内の S3 バ

ケットへの書き込みアクセスを許可する

ストレージとバックアップ
トピック

• EC2 インスタンスに AMS アカウントの S3 バケットへの書き込みアクセスを許可する (p. 2656)
• Snowflake Snowpipe、Amazon S3、Amazon SNS、Amazon Kinesis Data Firehose を使用し

て、Snowflake データベースへのデータストリームインジェストを自動化する (p. 2660)
• 既存の Amazon EBS ボリュームと新しい Amazon EBS ボリュームを自動的に暗号化する (p. 2667)
• AWS クラウド上の Stromasys Charon-SSP エミュレータで Sun SPARC サーバーをバックアップしま

す。 (p. 2674)
• Veeam バックアップ&レプリケーションで Amazon S3 にデータをバックアップおよびアーカイブす

る (p. 2691)
• Model9 Manager を使用してメインフレームデータを Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブす

る (p. 2706)
• AWS での VMware NetBackup クラウド向けにベリタスを設定 (p. 2722)
• Amazon S3 PrivateLink 用の AWS を使用して DistCp 、オンプレミスの Hadoop 環境から Amazon S3 

にデータを移行する (p. 2727)
• CloudEndure オンプレミスデータベースのディザスタリカバリに使用 (p. 2736)
• その他のパターン (p. 2745)

EC2 インスタンスに AMS アカウントの S3 バケッ
トへの書き込みアクセスを許可する

マンシ・スラトワラ (AWS) により作成

環境: 本番稼働用 テクノロジー: ストレージとバッ
クアップ、データベース、セ
キュリティ、ID、コンプライア
ンス、運用

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon S3; 
AWS Managed Services

概要
AWS Managed Services (AMS) は、Amazon Web Services (AWS) インフラストラクチャをより効率的か
つ安全に運用するのに役立ちます。AMS アカウントには、AWS リソースを標準的に管理するためのセ
キュリティガードレールがあります。回避策の 1 つは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イ
ンスタンスプロファイルでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへの書き込みアク
セスを許可しないことです。ただし、組織には複数の S3 バケットがあり、EC2 インスタンスによるアク
セスをより細かく制御する必要がある場合があります。たとえば、EC2 インスタンスからのデータベース
バックアップを S3 バケットに保存するとします。 

このパターンでは、変更要求 (RFC) を使用して EC2 インスタンスに AMS アカウントの S3 バケットへの
書き込みアクセスを許可する方法を説明しています。RFC は、管理対象環境に変更を加えるためにユー
ザーまたは AMS が作成したリクエストで、特定の操作の変更タイプ (CT) ID が含まれます。
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前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• AMS アドバンストアカウント。詳細については、AWS Managed Services ドキュメントの「AMS 運用
計画」を参照してください。 

• customer-mc-user-role AWS Identity and Access Management (IAM) ロールにアクセスして RFC を送信
します。 

• AWS Command Line Interface (AWS CLI)。AMS アカウントの EC2 インスタンスを使用してインストー
ルおよび設定されます。 

• AMS で RFC を作成して提出する方法についての理解。詳細については、「AMS 変更タイプとは」を参
照してください。 AWS Managed Services ドキュメントにあります。

• 手動および自動変更タイプ (CT) についての理解。詳細については、AWS Managed Services ドキュメ
ントの「自動 CT と手動 CT」を参照してください。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• AMS 
• AWS CLI
• Amazon EC2
• Amazon S3
• IAM

Tools
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルの

コマンドを使って AWS サービスと対話するのに役立ちます。
• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されているかを制御し

て、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
• AWS Managed Services vice (AMS) は、AWS インフラストラクチャをより効率的かつ安全に運用する

のに役立ちます。 
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービスで

あり、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立ちます。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン

グキャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動し、すばやくスケールアップまたは
スケールダウンできます。

エピック
RFC を使用して S3 バケットの作成

タスク 説明 必要なスキル

自動 RFC を使用して S3 バケッ
トを作成します。

1. AMS アカウントにサインイ
ンし、「変更タイプの選択」

AWS システム管理者、AWS 開
発者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
ページを選択し、「RFC」を
選択して、「RFC の作成」を
選択します。 

2. S3 バケット作成の自動 RFC 
を送信します。 

[Note:] (メモ:) 必ず S3 バケット
の名前を記録してください。

IAM インスタンスプロファイルを作成して EC2 インスタンスに関連付けます。

タスク 説明 必要なスキル

手動の RFC を送信して IAM ロー
ルを作成します。

AMS アカウントをオンボー
ディングすると、デフォルト
の customer-mc-ec 2 インスタ
ンスプロファイルの IAM イン
スタンスプロファイルが作成さ
れ、AMS アカウントの各 EC2 
インスタンスに関連付けられま
す。ただし、インスタンスプロ
ファイルには S3 バケットへの書
き込み権限はありません。

書き込み権限を追加するに
は、IAM リソースの作成
マニュアル RFC を送信し
て、customer_ec2_instance_、customer_deny_policy、customer_ec2_s3_integration_policy 
の 3 つのポリシーを含む IAM 
ロールを作成します。 

重要: customer_ec2_instance_ ポ
リシーと customer_deny_policy 
ポリシーは AMS アカウントに
すでに存在します。ただし、次
のサンプルポリシーを使用して 
customer_ec2_s3_integration_policy 
ポリシーを作成する必要があり
ます。

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

AWS システム管理者、AWS 開
発者

2658



AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
 
Role Permissions:
{ 
     "Version": 
 "2012-10-17", 
     "Statement": [ 
        { 
             "Action": [ 
                 
 "s3:ListBucket", 
                 
 "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
             "Resource": 
 "arn:aws:s3:::", 
             "Effect": 
 "Allow" 
        }, 
        { 
             "Action": [ 
                 
 "s3:GetObject", 
                 
 "s3:PutObject", 
                 
 "s3:ListMultipartUploadParts", 
                 
 "s3:AbortMultipartUpload" 
            ], 
             "Resource": 
 "arn:aws:s3:::/*", 
             "Effect": 
 "Allow" 
        } 
    ]
}

IAM インスタンスプロファイル
を置き換えるには、手動 RFC を
送信してください。

手動の RFC を送信して、ター
ゲット EC2 インスタンスを新し
い IAM インスタンスプロファイ
ルに関連付けます。

AWS システム管理者、AWS 開
発者

S3 バケットへのコピー操作をテ
ストします。

AWS CLI で次のコマンドを実
行して、S3 バケットへのコ
ピー操作をテストします。aws 
s3 cp test.txt s3://<S3 
Bucket>/test2.txt

AWS システム管理者、AWS 開
発者

関連リソース
• Amazon EC2 インスタンス用の IAM インスタンスプロファイルを作成する
• S3 バケットの作成 (Amazon S3 コンソール、AWS SDK、または AWS CLI を使用)
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Snowflakeデータベースへのデー
タストリームの取り込みを自動化

Snowflake Snowpipe、Amazon S3、Amazon 
SNS、Amazon Kinesis Data Firehose を使用し
て、Snowflake データベースへのデータストリーム
インジェストを自動化する

ビカシュ・チャンドラ・ルート (AWS) が作成

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: ストレージとバッ
クアップ

概要
このパターンは、Amazon Web Services（AWS）クラウド上のサービスを使用して連続的なデータスト
リームを処理し、Snowflakeデータベースにロードする方法を示しています。このパターンは、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) にデータを提供するのに Amazon Kinesis Data Firehose を、新しい
データの受信時に通知を送信するのに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を、Snowflake 
データベースにデータをロードするのに Snowflake Snowpipe を使用します。

このパターンに従うことで、連続的に生成されるデータを数秒で分析できるようになり、複数回の手動
COPYコマンドが不要になり、ロード時に半構造化データを完全にサポートできます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• Kinesis Data Firehose 配信ストリームにデータを継続的に送信しているデータソース。
• Kinesis Data Firehose 配信ストリームからデータを受信している既存の S3 バケット。
• アクティブ Snowflake アカウント。

機能制限

• Snowflake Snowpipe は、Kinesis Data Firehose に直接接続しません。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• Amazon Kinesis Data Firehose
• Amazon SNS
• Amazon S3
• Snowflake Snowpipe
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Tools

• Snowflake データベース

Tools
• Kinesis Data Firehose、Amazon Kinesis Data Firehose Amazon S3 3、Amazon Redshift、 OpenSearch 

またはサポートされているサードパーティーのサービスが所有する HTTP エンドポイントや HTTP エン
ドポイントなどの送信先にリアルタイムのストリーミングデータを配信する、完全マネージド型サービ
スです。プロバイダー。

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。
• Amazon SNS — Amazon SSimple Notification Service (Amazon SNS) は、サブスクライブしているエン

ドポイントやクライアントへのメッセージ配信や送信を調整、管理します。
• スノーフレーク — スノーフレークは Software-as-a サービス (SaaS) として提供される分析データウェ

アハウスです。
• スノーフレークスノーパイプ — Snowpipeは、Snowflakeステージで使用できるようになるとすぐにファ

イルからデータをロードします。

叙事詩
スノーフレーク・スノーパイプをセットアップ

タスク 説明 必要なスキル

Snowflake で CSV ファイルを作
成します。

Snowflakeにサインインし、
「ファイル形式の作成」コマ
ンドを実行して、指定された
フィールド区切り文字を含む 
CSV ファイルを作成します。こ
のコマンドやその他のSnowflake
コマンドの詳細については、
「追加情報」セクションを参照
してください。

デベロッパー

外部のスノーフレークステージ
を作成します。

「CREATE STAGE」コマン
ドを実行して、以前に作成し
た CSV ファイルを参照する外
部Snowflakeステージを作成
します。重要: S3 バケットの 
URL、AWS アクセスキー、お
よび AWS シークレットアクセ
スキーが必要です。「SHOW 
STAGES」コマンドを実行し
て、Snowflakeステージが作成さ
れていることを確認します。

デベロッパー

スノーフレークターゲットテー
ブルを作成します。

「CREATE TABLE」コマンドを
実行してスノーフレークテーブ
ルを作成します。

デベロッパー

パイプを作成します。 「CREATE PIPE」コマンド
を実行します。コマンドに
「auto_ingest=true」が含まれて
いることを確認してください。
「SHOW PIPES」コマンドを

デベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
実行して、パイプが作成されて
いることを確認します。「通知
チャネル」列の値をコピーして
保存します。この値は、Amazon 
S3 イベント通知の設定に使用さ
れます。

S3 バケットを設定する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットの 30 日間のライ
フサイクルポリシーを作成しま
す。

AWS マネジメントコンソール
にサインインして、Amazon S3 
コンソールを開きます。Kinesis 
Data Firehose からのデータを含
む S3 バケットを選択します。
次に、S3 バケットの [管理] タ
ブを選択し、[ライフサイクル
ルールを追加] を選択します。
[ライフサイクルルール] ダイア
ログボックスにルールの名前を
入力し、バケットの 30 日間のラ
イフサイクルルールを設定しま
す。このストーリーやその他の
ストーリーに関するヘルプにつ
いては、「関連リソース」セク
ションを参照してください。

システム管理者、開発者

S3 バケットの IAM ポリシーを作
成します。

AWS Identity and Access 
Management (IAM) コンソー
ルを開き、[S3] を選択しま
す。[ポリシーの作成] を選択
し、[JSON] タブを選択しま
す。「追加情報」セクション
のポリシーをコピーして JSON 
フィールドに貼り付けます。こ
のポリシーは、「PutObject」
と「DeleteObject」の権限
のほか、「GetObject、」 
GetObjectVersion、「」の権限を
付与します。ListBucket[ポリシー
の確認] を選択し、ポリシー名を
入力して [ポリシーの作成] を選
択します。

システム管理者、開発者

ポリシーを IAM ロールにアサイ
ンします。

IAM コンソールを開き、[ロール] 
を選択し、[ロールを作成] を選
択します。信頼できるエンティ
ティとして「別の AWS アカウン
ト」を選択します。AWS アカウ
ント ID を入力し、[外部 ID が必
要] を選択します。後で変更する
プレースホルダー ID を入力しま
す。[次へ] を選択し、前に作成

システム管理者、開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
した IAM ポリシーを割り当てま
す。次に、IAM ロールを作成し
ます。

IAM ロールの Amazon リソース
ネーム (ARN) をコピーします。

IAM コンソールを開き、[Roles] 
を選択します。前に作成した 
IAM ロールを選択し、「ロール 
ARN」をコピーして保存しま
す。

システム管理者、開発者

Snowflakeでストレージインテグレーションをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Snowflakeでストレージインテグ
レーションを作成します。

Snowflakeにサインインし、
「ストレージ統合の作成」
コマンドを実行します。こ
れにより、信頼関係が変更さ
れ、Snowflakeへのアクセスが許
可され、Snowflakeステージの外
部 ID が提供されます。

システム管理者、開発者

Snowflake アカウントの IAM 
ロールを取得します。

「DESC インテグレーション」
コマンドを実行して IAM ロー
ルの ARN を取得します。重
要:<integration_ name>以前に作
成したSnowflakeストレージイン
テグレーションの名前です。

システム管理者、開発者

2 つの列の値を記録します。 「storage_aws_iam_user_arn」
列と「storage_aws_external_id」
列の値をコピーして保存しま
す。

システム管理者、開発者

スノーフレーク・スノーパイプに S3 バケットへのアクセスを許可

タスク 説明 必要なスキル

IAM ロールポリシーを変更しま
す。

IAM コンソールを開き、
[Roles] を選択します。前に
作成した IAM ロールを選択
し、[信頼関係] タブを選択し
ます。[Edit relationship (信頼
関係の編集) を選択します。
「snowflake_external_id」
を、前にコピーした
「storage_aws_external_id」
の値に置き換えます。
「snowflake_user_arn」
を、前にコピーした 
storage_aws_iam_user_arn」の
値に置き換えます。次に、「信

システム管理者、開発者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
頼ポリシーの更新」を選択しま
す。

S3 バケットの SNS 通知をオンにして設定します。

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットのイベント通知をオ
ンにします。

Amazon S3 コンソールを開き、
バケットを選択します。[プロパ
ティ] を選択し、[詳細設定] で [イ
ベント] を選択します。[通知を追
加] を選択し、このイベントの名
前を入力します。名前を入力し
ない場合は、グローバル一意識
別子 (GUID) が使用されます。

システム管理者、開発者

S3 バケットの Amazon SNS 通
知を設定します。

[イベント] で [ObjectCreate (す
べて)] を選択し、[送信先] ドロッ
プダウンリストで [SQS キュー] 
を選択します。「SNS」リス
トで「SQS キュー ARN を追
加」を選択し、前にコピーした
「notification_channel」の値を貼
り付けます。次に [保存] を選択
します。

システム管理者、開発者

Snowflake SQS キューを SNS 
トピックへサブスクライブしま
す。

作成した SNS トピックにスノー
フレーク SQS キューをサブス
クライブします。このステップ
のヘルプについては、「関連リ
ソース」セクションを参照して
ください。

システム管理者、開発者

Snowflakeステージのインテグレーションを確認

タスク 説明 必要なスキル

Snowpipeをチェックしてテスト
してください。

スノーフレークにサインインし
て、スノーフレークステージを
開きます。ファイルを S3 バケッ
トにドロップし、Snowflakeテー
ブルがそれらをロードするかど
うかを確認します。S3 は、S3 
バケットに新しいオブジェクト
を S3 に送信し、SNS 通知を送
信します。

システム管理者、開発者

関連リソース
• S3 バケットのライフサイクルポリシーの作成
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追加情報

• スノーフレーク SQS キューを Amazon SNS トピックに登録する

追加情報
ファイル形式の作成:

CREATE FILE FORMAT <name>
TYPE = 'CSV'
FIELD_DELIMITER = '|'
SKIP_HEADER = 1;

外部ステージの作成:

externalStageParams (for Amazon S3) ::= 
  URL = 's3://[//]' 

  [ { STORAGE_INTEGRATION =  } | { CREDENTIALS = ( {  { AWS_KEY_ID = `` AWS_SECRET_KEY = `` 
 [ AWS_TOKEN = `` ] } | AWS_ROLE = ``  } ) ) }` ] 
  [ ENCRYPTION = ( [ TYPE = 'AWS_CSE' ] [ MASTER_KEY = '' ] | 
                   [ TYPE = 'AWS_SSE_S3' ] | 
                   [ TYPE = 'AWS_SSE_KMS' [ KMS_KEY_ID = '' ] | 
                   [ TYPE = NONE ] ) 

テーブルを作成:

CREATE [ OR REPLACE ] [ { [ LOCAL | GLOBAL ] TEMP[ORARY] | VOLATILE } | TRANSIENT ] TABLE 
 [ IF NOT EXISTS ] 
  <table_name> 
    ( <col_name> <col_type> [ { DEFAULT <expr> 
                               | { AUTOINCREMENT | IDENTITY } [ ( <start_num> , 
 <step_num> ) | START <num> INCREMENT <num> ] } ] 
                                /* AUTOINCREMENT / IDENTITY supported only for numeric data 
 types (NUMBER, INT, etc.) */ 
                            [ inlineConstraint ] 
      [ , <col_name> <col_type> ... ] 
      [ , outoflineConstraint ] 
      [ , ... ] ) 
  [ CLUSTER BY ( <expr> [ , <expr> , ... ] ) ] 
  [ STAGE_FILE_FORMAT = ( { FORMAT_NAME = '<file_format_name>' 
                           | TYPE = { CSV | JSON | AVRO | ORC | PARQUET | XML } 
 [ formatTypeOptions ] } ) ] 
  [ STAGE_COPY_OPTIONS = ( copyOptions ) ] 
  [ DATA_RETENTION_TIME_IN_DAYS = <num> ] 
  [ COPY GRANTS ] 
  [ COMMENT = '<string_literal>' ]

ショーステージ:

SHOW STAGES;

パイプの作成:

CREATE [ OR REPLACE ] PIPE [ IF NOT EXISTS ]  
  [ AUTO_INGEST = [ TRUE | FALSE ] ] 
  [ AWS_SNS_TOPIC =  ] 
  [ INTEGRATION = '' ] 
  [ COMMENT = '' ] 
  AS 
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パイプを表示:

SHOW PIPES [ LIKE '<pattern>' ]            
           [ IN { ACCOUNT | [ DATABASE ] <db_name> | [ SCHEMA ] <schema_name> } ]

ストレージインテグレーションの作成:

CREATE STORAGE INTEGRATION <integration_name> 
  TYPE = EXTERNAL_STAGE 
  STORAGE_PROVIDER = S3 
  ENABLED = TRUE 
  STORAGE_AWS_ROLE_ARN = '<iam_role>' 
  STORAGE_ALLOWED_LOCATIONS = ('s3://<bucket>/<path>/', 's3://<bucket>/<path>/') 
  [ STORAGE_BLOCKED_LOCATIONS = ('s3://<bucket>/<path>/', 's3://<bucket>/<path>/') ]

例:

create storage integration s3_int 
  type = external_stage 
  storage_provider = s3 
  enabled = true 
  storage_aws_role_arn = 'arn:aws:iam::001234567890:role/myrole' 
  storage_allowed_locations = ('s3://mybucket1/mypath1/', 's3://mybucket2/mypath2/') 
  storage_blocked_locations = ('s3://mybucket1/mypath1/sensitivedata/', 's3://mybucket2/
mypath2/sensitivedata/');

このステップの詳細については、Snowflakeのドキュメントの「Amazon S3にアクセスするための
Snowflakeストレージインテグレーションの設定」を参照してください。

インテグレーションについて説明してください。

DESC INTEGRATION <integration_name>;

S3 バケットポリシー:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "s3:PutObject", 
              "s3:GetObject", 
              "s3:GetObjectVersion", 
              "s3:DeleteObject", 
              "s3:DeleteObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3::://*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3:prefix": [ 
                        "/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 

2666

https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-s3-config-storage-integration.html
https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-s3-config-storage-integration.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
EBS ボリュームを自動的に暗号化する

    ]
}

既存の Amazon EBS ボリュームと新しい Amazon 
EBS ボリュームを自動的に暗号化する

トニー DeMarco (AWS) とジョシュジョイ (AWS) によって作成されました

code repository

• https://github.com/aws-
samples/aws-system-manager-
automation-unencrypted-to-
encrypted-resources /tree/
main/ebs

環境:プロダクション テクノロジー:ストレージとバッ
クアップ、セキュリティ、ID、
コンプライアンス

AWS サービス:AWS 
Config、Amazon EBS、AWS 
KMS、AWS Systems 
Manager、AWS Organizations

概要
Amazon EElastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームの暗号化は、組織のデータ保護戦略にとって重要
です。これは、アーキテクチャが適切に設計された環境を確立するための重要なステップです。暗号化さ
れていない既存の EBS ボリュームまたはスナップショットの直接的な暗号化方法はありませんが、新しい
ボリュームまたはスナップショットを作成することで暗号化できます。詳細については、Amazon EC2 ド
キュメントの「EBS リソースの暗号化」の「Amazon EC2 ドキュメント」の「EBS リソースの暗号化」
を参照してください。このパターンにより、新規および既存の EBS ボリュームを暗号化するための予防的
かつ検出的な制御が可能になります。このパターンでは、アカウント設定を構成し、自動修復プロセスを
作成し、アクセス制御を実装します。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services（AWS）アカウント
• macOS、Linux、Windows、Linux、Windows にインストールして設定されている AWS Command Line 

Interface (AWS CLI)
• jq、macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されている
• AWS Identity and Access Access Management (IAM) 権限は、AWS、Amazon Elastic Compute 

Compute Cloud (Amazon EC2)、AWS CloudFormation Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、AWS 
Elastic Compute Compute Compute Cloud (Amazon EC2)、AWS Key Management Service Elastic 
Compute Compute Cloud (Amazon EC2) への読み取りと

• AWS Organizations は、サービスコントロールポリシーの要件として、すべての機能が有効になってい
るように設定されています

• AWS Config がターゲットアカウントで AWS Config が有効になっている

機能制限
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アーキテクチャ

• ターゲットの AWS アカウントには、encrypted-volumes という名前の AWS Config ルールがあってはな
りません。このソリューションでは、この名前のルールがデプロイされます。この名前の既存のルール
があると、デプロイが失敗し、同じルールを複数回処理すると不必要な料金が発生する可能性がありま
す。

• このソリューションでは、すべての EBS ボリュームを同じ AWS KMS キーで暗号化します。
• アカウントの EBS ボリュームの暗号化を有効にした場合、この設定はリージョン固有になりま

す。AWS Regions に対して有効にした場合、そのリージョン内の個々のボリュームまたはスナップ
ショットに対して無効にすることはできません。詳細については、Amazon EC2 ドキュメントで「デ
フォルトで暗号化」の「デフォルトで暗号化」を参照してください。

• 暗号化されていない既存の EBS ボリュームを修正するときは、EC2 インスタンスが使用中でないこと
を確認してください。この自動化により、暗号化されていないボリュームをデタッチして暗号化された
ボリュームをアタッチするために、インスタンスがシャットダウンされます。修復の進行中はダウンタ
イムが発生します。これが組織にとって重要なインフラストラクチャである場合は、インスタンスで実
行されているアプリケーションの可用性に影響を与えないように、手動または自動の高可用性構成が実
施されていることを確認してください。重要なリソースは、標準のメンテナンス時間帯にのみ修正する
ことをお勧めします。

アーキテクチャ
自動化ワークフロー

1. AWS Config は暗号化されていない EBS ボリュームを検出します。
2. 管理者は AWS Config を使用してSystems Manager に修復コマンドを送信します。
3. Systems Manager オートメーションは、暗号化されていない EBS ボリュームのスナップショットを取

得します。
4. Systems Manager の自動化では、AWS KMS を使用してスナップショットの暗号化されたコピーを作成

します。
5. Systems Manager Automation では、次の処理が行われます。

a. 影響を受ける EC2 インスタンスが実行中の場合は停止します
b. 暗号化されたボリュームの新しいコピーを EC2 インスタンスにアタッチします
c. EC2 インスタンスを元の状態に戻しています

Tools
AWS サービス

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) では、AWS サービスのパブリックアプリケー
ションプログラミングインターフェイス (AWS CLI) に直接アクセスできます。AWS CLI を使用して
サービスの機能を調べ、シェルスクリプトを開発してリソースを管理してリソースを管理してリソース
を管理してリソースを管理してリソースを管理してリソースを管理してリソースを管理できます。低レ
ベルの同等の API コマンドに加えて、複数の AWS サービスでは AWS CLI のカスタマイズを提供しま
す。カスタマイズには、複雑な API によるサービスの使用を簡略化する高レベルのコマンドが含まれま
す。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースのモデリングと設定を支援するサー
ビスであり、AWS リソースのモデリングと設定を支援するサービスです。必要なすべての AWS リソー
ス (Amazon EC2 インスタンスなど) を説明するテンプレートを作成すれば、 CloudFormation お客様に
代わってこれらのリソースのプロビジョニングや設定を処理します。

• AWS Config — AWS Config は、AWS アカウントにある AWS リソースの設定を詳細に表示します。こ
れには、リソース間の関係と設定の履歴が含まれるため、時間の経過と共に設定と関係がどのように変
わるかを確認できます。
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叙事詩

• Amazon EC2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ユーザーがソフトウェアシステム
を構築してホストするための、再サイズを変更できるコンピューティング性能を提供するウェブサービ
スであり、ユーザーがソフトウェアシステムを構築してホストするための、コンピューティング性能を
自在に拡張および縮小および縮小できるウェブサービスであり、ユーザーがソフトウェアシステムを構
築して

• AWS KMS — AWS Key Management Service (AWS KMS) は、クラウド向けにスケールされた暗号化お
よびキー管理サービスです。AWS KMS のキーと機能は、他の AWS サービスで使用され、それを使用
して AWS 環境のデータを保護できます。

• AWS Organizations — AWS Organizations は、複数の AWS アカウントを組織に統合するためのアカウ
ント管理サービスであり、お客様が作成して集中管理する組織に統合するためのアカウント管理サービ
スです。

• AWS Systems Manager Automation — Systems Manager Automation は、Amazon EC2 インスタンスお
よび他の AWS リソースの一般的なメンテナンスとデプロイのタスクを、Amazon EC2 インスタンスお
よび他の AWS リソースの一般的なメンテナンスとデプロイのタスクを簡素化します。

その他のサービス

• jq — jq は軽量で柔軟なコマンドライン JSON プロセッサです。このツールを使用して、AWS CLI 出力
から重要な情報を抽出します。

Code

• このパターンのコードは、「お客様の KMS キーリポジトリを使用して暗号化されていない EBS GitHub 
ボリュームを自動的に修正する」にあります。

叙事詩
暗号化されていないボリュームの修復を自動化

タスク 説明 必要なスキル

CloudFormation スクリプトとテ
ンプレートをダウンロードしま
す。

シェルスクリプト、JSON ファイ
ル、 CloudFormation およびテン
プレートを、お客様の KMS キー
リポジトリを使用して暗号化さ
れていない EBS GitHub ボリュー
ムを自動的に修正するリポジト
リからダウンロードします。

AWS 管理者、ジェネラル AWS

AWS KMS キーの管理者を特定
してください。

1. AWS マネジメントコン
ソールにサインインし
て、IAM コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. AWS KMS キー管理者となる
ユーザーまたはロールを指定
します。この目的で新しい
ユーザーまたはロールを作成
する必要がある場合は、今す
ぐ作成してください。詳細に
ついては、IAM ドキュメント
で「IAM Identity」ドキュメン
トで「IAM Identity」を参照し

AWS 管理者、ジェネラル AWS

2669

https://docs.aws.amazon.com/ec2/?id=docs_gateway
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://stedolan.github.io/jq/download/
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/v1.0.0/ebs
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/v1.0.0/ebs
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/v1.0.0/ebs
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/v1.0.0/ebs
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/v1.0.0/ebs
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/v1.0.0/ebs
https://github.com/aws-samples/aws-system-manager-automation-unencrypted-to-encrypted-resources/tree/v1.0.0/ebs
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
てください。この自動化によ
り、新しい AWS KMS キーが
作成されます。

3. 識別されたら、ユーザーまた
はロールの Amazon リソース
ネーム (ARN) をコピーしま
す。詳細については、IAM ド
キュメントで「IAM の ARN」
を参照してください。この 
ARN は次のステップで使用し
ます。

Stack1 CloudFormation テンプ
レートをデプロイします。

1. https://
console.aws.amazon.com/
cloudformation/ で AWS 
CloudFormation コンソールを
開きます。

2. で 
CloudFormation、Stack1.yamlテ
ンプレートをデプロイしま
す。次のデプロイ詳細に留意
してください。
• スタックには明確でわかり

やすい名前を付けます。次
のステップでこの値が必要
になるため、スタック名を
書きとめておきます。

• キー管理者の ARN を 
Stack1 の唯一のパラメー
タフィールドに貼り付け
ます。このユーザーまたは
ロールは、スタックによっ
て作成された AWS KMS 
キーの管理者になります。

CloudFormation テンプレート
のデプロイの詳細については、 
CloudFormation ドキュメントの
「AWS CloudFormation テンプ
レートの使用」を参照してくだ
さい。

AWS 管理者、ジェネラル AWS
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タスク 説明 必要なスキル

Stack2 CloudFormation テンプ
レートをデプロイします。

で 
CloudFormation、Stack2.yamlテ
ンプレートをデプロイします。
次のデプロイ詳細に留意してく
ださい。

• スタックには明確でわかりや
すい名前を付けます。

• Stack2 の唯一のパラメーター
には、前のステップで作成し
たスタックの名前を入力しま
す。これにより、Stack2 は前
のステップでスタックによっ
てデプロイされた新しい AWS 
KMS キーとロールを参照でき
ます。

AWS 管理者、ジェネラル AWS

テスト用に暗号化されていない
ボリュームを作成します。

暗号化されていない EBS ボ
リュームで EC2 インスタン
スを作成する 手順について
は、Amazon EC2 ドキュメント
で「Amazon EBS ボリュームの
作成」を参照してください。イ
ンスタンスタイプは関係なく、
インスタンスへのアクセスは不
要です。t2.micro インスタンスを
作成して無料利用枠のままにす
ることができ、key pair を作成す
る必要はありません。

AWS 管理者、ジェネラル AWS
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タスク 説明 必要なスキル

AWS Config ルールをテストしま
す。

1. https://
console.aws.amazon.com/
config/ で AWS Config コ
ンソールを AWS Config 
コンソールでhttps:// 
console.aws.amazon.com/ 
config/で開きます。ルール
ページで、暗号化ボリューム
ルールを選択します。

2. 暗号化されていない新しいテ
ストインスタンスが、非準拠
リソースのリストに表示され
ていることを確認します。ボ
リュームがすぐに表示されな
い場合は、数分待ってから結
果を更新してください。AWS 
Config ルールは、インスタン
スとボリュームが作成された
直後にリソースの変更を検出
します。

3. リソースを選択し、[修正] を
選択します。

Systems Manager では、修復の
進行状況とステータスを次のよ
うに表示できます。

1. AWS Systems Manager 
コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
systems-manager/) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで 
[Automation] (オートメーショ
ン) を選択します。

3. 「実行 ID」リンクを選択する
と、ステップとステータスが
表示されます。 

AWS 管理者、ジェネラル AWS

追加のアカウントまたは AWS 
リージョンを設定します。

ユースケースに応じて、他のア
カウントや AWS リージョンにつ
いてもこのエピックを繰り返し
てください。

AWS 管理者、ジェネラル AWS

EBS ボリュームのアカウントレベルの暗号化を有効にする

タスク 説明 必要なスキル

有効化スクリプトを実行しま
す。

AWS CLI で、enable-
ebs-encryption-for-
account.shスクリプトを実行
します。 GitHub このスクリプト

AWS 管理者、ジェネラル AWS
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タスク 説明 必要なスキル
は前のエピックのリポジトリか
らダウンロードしました。

設定が更新されていることを確
認します。

1. Amazon EC2 コ
ンソール (https://
console.aws.amazon.com/
ec2/) を開きます。

2. 画面の右側で、「EBS 暗号
化」を選択します。

3. 「新しい EBS ボリュームを常
に暗号化する」がオンになっ
ていて、デフォルトの暗号化
キーが前のエピックで指定し
た ARN に設定されていること
を確認します。

「新しい EBS ボリュームを常
に暗号化する」設定がオフに
なっているか、キーが alias/
aws/ebs に設定されたままの
場合は、シェルスクリプト
を実行したのと同じアカウン
トと AWS リージョンにログ
インしていることを確認し、
シェルにエラーメッセージが
ないか確認してください。

AWS 管理者、ジェネラル AWS

追加のアカウントまたは AWS 
リージョンを設定します。

ユースケースに応じて、他のア
カウントや AWS リージョンにつ
いてもこのエピックを繰り返し
てください。

AWS 管理者、ジェネラル AWS

暗号化されていないインスタンスの作成を防ぐ

タスク 説明 必要なスキル

サービスコントロールポリシー
を作成します。

1. https://
console.aws.amazon.com/
organizations/v2/ で AWS 
Organizations コンソールを開
きます。

2. 新しいサービスコントロー
ルポリシーを作成します。
詳細については、AWS 
Organizations ドキュメント
の「サービスコントロール
ポリシーの作成」の「AWS 
Organizations ドキュメント」
の「サービスコントロールポ
リシーの作成」を参照してく
ださい。

3. DenyUnencryptedEC2.jsonの
内容をポリシーに追加して保

AWS 管理者、ジェネラル AWS
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タスク 説明 必要なスキル
存します。この JSON ファイ
ルは、 GitHub 最初のエピック
でリポジトリからダウンロー
ドしました。

4. このポリシーを組織ルートま
たは必要な組織ユニット (OU) 
に添付してください。詳細に
ついては、AWS Organizations 
ドキュメントの「サービスコ
ントロールポリシーのアタッ
チとデタッチ」を参照してく
ださい。

関連リソース
AWS サービス文書

• AWS CLI
• AWS Config
• AWS CloudFormation
• Amazon EC2
• AWS KMS
• AWS Organizations
• AWS Systems Manager Automation

その他のリソース

• jq マニュアル (jq ウェブサイト)
• jq ダウンロード (GitHub)

AWS クラウド上の Stromasys Charon-SSP エミュ
レータで Sun SPARC サーバーをバックアップしま
す。

ケビン・ヤン (AWS)、ルイス・ラモス (Stromasys, Inc.)、ロヒト・ダルジ (AWS) によって作成されました

環境: 本番稼働用 テクノロジー: ストレージとバッ
クアップ、オペレーティングシ
ステム、 DevOps

ワークロード: Oracle

AWS サービス: Amazon 
EFS、Amazon S3、AWS 
Storage Gateway、AWS 
Systems Manager、Amazon EC2
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概要

概要
このパターンには、オンプレミス環境からAmazon Web Services (AWS) クラウドへの移行後に Sun 
Microsystems SPARC サーバーをバックアップするための 4 つのオプションが用意されています。これ
らのバックアップオプションを使用すると、組織の目標復旧時点 (RPO) と目標復旧時間 (RTO) を満たす
バックアップ計画を実施し、自動化されたアプローチを採用して、全体的な運用コストを削減できます。
このパターンには、4 つのバックアップオプションの概要とそれらを実装する手順が記載されています。

 Stromasys Charon-SSP エミュレータでゲストとしてホストされている Sun SPARC サーバーを使用する
場合は、次の 3 つのバックアップオプションを使用できます。

• Backup オプション 1: Stromasys 仮想テープ — Charon-SSP 仮想テープ機能を使用して Sun SPARC 
サーバーにバックアップファシリティを設定し、AWS Systems Manager を使用してバックアップファ
イルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon Simple Storage Service Glacier にアー
カイブします。オートメーション。 

• Backup オプション 2: ストロマシス・スナップショット — Charon-SSPのスナップショット機能を使用
して、Charon-SSP内のSun SPARCゲスト・サーバーのバックアップ機能をセットアップします。 

• Backup オプション 3: Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームスナップショット — 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で Charon-SSP エミュレータをホストすると、Amazon 
EBS ボリュームスナップショットを使用して Sun SPARC ファイルシステムのバックアップを作成でき
ます。

ハードウェアではゲストとしてホストされている Sun SPARC サーバーを、Amazon EC2 では Charon-
SSP を使用する場合は、以下のバックアップオプションを使用できます。

• Backup オプション 4: AWS Storage Gateway 仮想テープライブラリ (VTL) — Storage Gateway VTL 
テープゲートウェイを備えたバックアップアプリケーションを使用して、Sun SPARC サーバーをバッ
クアップします。 

Sun SPARC サーバ内のブランドゾーンとしてホストされている Sun SPARC サーバを使用する場合は、
バックアップオプション 1、2、4 を使用できます。

Stromasysは、従来のSPARC、Alpha、VAX、PA-RISCの重要なシステムをエミュレートするソフトウェ
アとサービスを提供しています。Stromasys エミュレーションを使用して AWS クラウドに移行する方法
の詳細については、AWS ブログの「Stromasys による SPARC、Alpha、またはその他のレガシーシステ
ムの AWS への再ホスト」を参照してください。 

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。 
• 既存の Sun SPARC サーバ。
• カロン-SSPの既存のライセンス。Charon-SSP のライセンスは AWS Marketplace から、Stromasys 仮

想環境 (VE) のライセンスは Stromasys から入手できます。詳細については、Stromasysセールスにお問
い合わせください。

• Sun SPARC サーバと Linux バックアップに関する知識。 
• Charon-SSPエミュレーションテクノロジーに関する知識。詳細については、Stromasys ドキュメントの

「Stromasys レガシーサーバーエミュレーション」を参照してください。
• Sun SPARC サーバのファイルシステムに仮想テープ機能またはバックアップアプリケーションを使用

する場合は、Sun SPARC サーバファイルシステムのバックアップ機能を作成して構成する必要があり
ます。 
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• RPO と RTO についての理解 詳細については、AWS Well-Architected Framework ドキュメントの「信
頼性の柱」ホワイトペーパーにある「ディザスタリカバリの目標」を参照してください。 

• Backup オプション 4 を使用するには、次のものが必要です。 
• Storage Gateway VTL テープゲートウェイをサポートするソフトウェアベースのバックアップアプリ

ケーション。詳細については、AWS Storage Gateway ドキュメントの「VTL デバイスの使用」を参
照してください。 

• Bacula Director または同様のバックアップアプリケーションがインストールおよび設定されている。
詳細については、Bacula Director のドキュメントを参照してください。

次の表に、このパターンの 4 つのバックアップオプションに関する情報を示します。

Backup オプション クラッシュの一貫
性を実現する?

アプリケーション
の一貫性を実現し
ていますか?

仮想バックアップ
アプライアンスソ
リューション?

代表的な使用事例

オプション1 — ス
トロマシス仮想
テープ

はい

Sun SPARC ファ
イルシステムの
スナップショッ
トを自動化して、
データを仮想テー
プにバックアッ
プできます。たと
えば、UFS また
は ZFS スナップ
ショットを使用で
きます。

はい

このバックアップ
オプションには、
処理中のトランザ
クションをフラッ
シュしたり、ファ
イルシステムの
スナップショット
中に読み取り専用
モードまたは一
時的なオフライ
ンモードを設定し
たり、アプリケー
ションデータダ
ンプを作成したり
するための自動ス
クリプトが必要で
す。また、アプリ
ケーションのダウ
ンタイムまたは読
み取り専用モード
が必要になる場合
もあります。

はい .tar ファイルまた
は.zip ファイルに
よる Sun SPARC 
サーバファイル
システムのバック
アップ

アプリケーション
データのバック
アップ

オプション 2 — 
ストロマシスのス
ナップショット

はい

この機能を有効に
するには、Charon-
SSP Managerを設
定するか、コマン
ドライン起動引数
を使用する必要が
あります。

また、Linuxコ
マンドを実行し
て、Sun SPARC
ゲストサーバー
の状態をスナップ
ショットファイル

はい

このバックアップ
オプションでは、
仮想ディスクと
メモリダンプを含
む、エミュレート
されたゲストサー
バーのスナップ
ショットを作成し
ます。 

重要:スナップ
ショットの実行中
は Sun SPARC ゲ
ストサーバを停止

いいえ Sun SPARC サー
バスナップショッ
ト

アプリケーション
データのバック
アップ
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に保存するように
Charon-SSPエミュ
レータに依頼する
必要があります。

重要: Sun SPARC 
ゲストサーバー
をシャットダウン
する必要がありま
す。 

する必要がありま
す。

オプション 3 — 
Amazon EBS ボ
リュームスナップ
ショット

はい

AWS Backup を
使用して Amazon 
EBS スナップ
ショットを自動化
できます。

はい

このバックアップ
オプションには、
処理中のトランザ
クションをフラッ
シュし、Amazon 
EBS ボリュームの
スナップショット
中に EC2 インスタ
ンスの読み取り専
用または一時的な
停止を設定する自
動スクリプトが必
要です。 

重要: このバック
アップオプション
では、アプリケー
ションの一貫性を
保つために、アプ
リケーションのダ
ウンタイムまたは
読み取り専用モー
ドが必要になる場
合があります。

 

いいえ Sun SPARC サー
バーファイルシ
ステムのスナップ
ショット

アプリケーション
データのバック
アップ
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オプション 4 — 
AWS Storage 
Gateway VTL

はい

バックアップエー
ジェントを使用し
て、Sun SPARC 
ファイルシステ
ムのバックアップ
データを VTL に自
動的にバックアッ
プできます。

はい

このバックアップ
オプションには、
ファイルシステム
のスナップショッ
トまたはアプリ
ケーションデー
タダンプ中に、
処理中のトランザ
クションをフラッ
シュし、読み取り
専用モードまたは
一時的なオフライ
ンモードを設定す
る自動スクリプト
が必要です。

重要: このバック
アップオプション
では、アプリケー
ションのダウンタ
イムまたは読み取
り専用モードが必
要になる場合があ
ります。

はい 大量の Sun 
SPARC サーバ
ファイルシステム
のバックアップ

アプリケーション
データのバック
アップ

機能制限

• このパターンの方法を使用して個々の Sun SPARC サーバをバックアップできますが、クラスタで実行
されるアプリケーションがある場合は、これらのバックアップオプションを共有データに使用すること
もできます。

アーキテクチャ
Backup オプション 1: ストロマシス・バーチャルテープ

通常、データセンターで実行している Sun SPARC サーバが 10 台未満の場合、サーバはテープデバイス
に接続してファイルシステムとアプリケーションデータをバックアップするように構成されます。移行
中の変更リスクを軽減するには、同じバックアップメカニズムを使用し、既存のバックアップスクリプ
トを再利用する必要があります。Charon-SSPエミュレータの仮想テープ機能を使用して、Charon-SSP 
Managerで仮想テープデバイスをセットアップし、Sun SPARCゲストサーバーで使用できるようにするこ
とができます。テープデバイスを使用した Sun SPARC サーバの一般的なバックアッププロセスを次に示
します。

1. Sun SPARC サーバは、バックアップテープデバイスを小型コンピュータシステムインターフェイス 
(SCSI) デバイスとしてマウントします。次に、Sun SPARC サーバーは、カスタマイズされたランブッ
クに続くバックアップスクリプトを使用して、構成とアプリケーションデータをバックアップします。 

2. バックアップスクリプトを開始し、バックアップをテープデバイスに保存するスケジュールが設定され
ます。

3. バックアップが完了すると、テープはテープデバイスから取り出され、オフサイトストレージにスケ
ジュールされます。権限のある担当者が取り出されたディスクを取り出し、回転ディスクと交換しま
す。
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AWS クラウドでは、このプロセスを簡素化し、責任分担モデルを満たすように運用が自動化されていま
す。次の図は、Sun SPARC サーバの設定と、バックアップオプション 1 を使用したバックアップを示し
ています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。 

1. Charon-SSP Amazon EC2 マシンイメージ (AMI) を使用して、Sun SPARC サーバーを Amazon マシン
イメージ (AMI) に移行します。 

2. AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化された EBS ボリュームをデータボリュームとし
て作成して Amazon EC2 にアタッチします。

3. Physical diskCharon-SSPマネージャーのタイプを使用してSCSIデバイスを設定します。
4. Charon-SSPVirtual tape Managerのタイプを使用してSCSIデバイスを作成し、Sun SPARCサー

バーに割り当てられた仮想テープファイルにSCSIデバイスをマップします。[Note:] (メモ:) Charon-SSP 
Managerを使用して、仮想テープ名、仮想テープコンテナファイルのロケーションパス、およびテープ
サイズをメガバイト単位で入力します。

5. SCSI デバイスを Amazon EC2 で使用可能なデータボリュームにマッピングします。[Note:] (メモ:) 
Charon-SSPマネージャーを使用して、仮想マシン設定ウィンドウでSCSIマッピングを作成します。
仮想テープデバイスを SCSI 設定に入力します。SCSI デバイスのリストにはSCSI ID、Device 
type、LUN ID、およびデバイスへのパスが表示されます。

6. AWS KMS で暗号化された Amazon Elastic File System FS (Amazon EFS) ファイル共有をプロビジョニ
ングし、トランスポート層セキュリティ (TLS) を有効にして Amazon EC2 に Amazon EFS ファイル共
有をマウントします。

7. 各ゲスト Sun SPARC ゲストサーバーの Amazon EFS ファイル共有に仮想テープコンテナファイルを
作成します。

8. 仮想テープデバイスが Sun SPARC ゲストサーバで設定されていることを確認し、仮想テープデバイス
を使用するようにバックアップスクリプトを設定します。注:次のコマンドを実行して、仮想テープデバ
イスが Solaris オペレーティングシステム (OS) で認識されていることを確認できます。

mt -f /dev/rmt/1
config “Charon Virtual Tape”, “Charon Virtual Tape”, “CFGCHARONVIRTUALTAPE”; 
 CFGCHRONVIRTUALTAPE = 
 2,0x2D,0,0x10659,4,0x00,0x00,0x00,0x00,0,120,120,3600,3600,3600,3600 

9. Systems Manager Automation ランブックを作成して、バックアッププロセスを調整し、テープコンテ
ナファイルをローテーションします。 バックアップを開始するには、まずテープを巻き戻してからバッ
クアップコマンドを実行します。次のバックアップコマンドを使用できます。
• mt -f <tape-device-name> rewind
• tar -cvf <tape-device-name> <files-to-backup>
• mt -f <tape-device-name> offline

Backup オプション 2-Stromasys スナップショット

Charon-SSPエミュレータはゲストスナップショット機能を提供し、エミュレートされたSPARCサーバー
はCharon-SSPマネージャーによって中断することができます。ゲストサーバーが中断されると、システ
ムのメモリコンテンツはディレクトリに保存されます。バックアップスクリプトまたはアプリケーショ
ンは、スナップショットファイルとゲスト仮想ディスクファイルをバックアップできます。SPARC が一
時停止するため、Sun SPARC ゲストサーバはバックアップの開始時にダウンタイムを必要とします。メ
ンテナンス期間中に一時的に容量を減らしても問題ないクラスターにデプロイされるアプリケーションに
は、このバックアップ方法をお勧めします。

次の図は、Sun SPARC サーバの設定と、バックアップオプション 2 を使用したバックアップを示してい
ます。
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図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Charon-SSP AMI を使用して Sun SPARC サーバーを Amazon EC2 に移行します。 
2. AWS KMS で暗号化された EBS ボリュームをデータボリュームとして作成して Amazon EC2 にアタッ

チします。
3. AWS KMS で暗号化された Amazon EFS ファイル共有をプロビジョニングし、TLS を有効にして 

Amazon EC2 にマウントします。
4. Charon-SSP Managerで仮想ディスクを作成し、仮想ディスクファイルをデータボリュームに

保存します。mkdskcmdCharon-SSPパッケージのコマンドラインを使用して仮想ディスクを
作成できます。[Note:] (メモ:) mkdskcmd -o /usr/local/vm/leela/disk0.vdisk -d 
ST446452Wmkdskcmd -o /usr/local/vm/bender/disk0.vdisk -z 4096 -c 16384 および
コマンドを使用して仮想ディスクファイルを作成できます。

5. Sun SPARC ゲストサーバーごとに Amazon EFS ファイル共有にスナップショットフォルダを作成しま
す。

6. Charon-SSP Managerの環境設定ウィンドウのロケーションスナップショットでフォルダパスを設定し
ます。 

7. Systems Manager Automation ランブックを作成して、バックアッププロセスを調整し、テープコンテ
ナファイルをローテーションします。

重要: ステップ6では、スナップショットフォルダを使用するようにCharon-SSP Managerを設定する必
要があります。Charon SSP ManagerのSPARCゲストサーバーの「設定」ウィンドウで、Linuxシステ
ム内のスナップショットフォルダーのフルパスをスナップショット構成グループのロケーションテキス
トフィールドに入力します。たとえば、Amazon EFS/home/ をマウントし、ssp-snapshotスナップ
ショットを保存するためにというディレクトリを作成した場合は、と入力する必要があります/home/
ssp-snapshot。Sun SPARC ゲストサーバーを Charon-SSP コマンドラインから起動する場合は、—
snapshot=pathを使用してスナップショットファイルを保存するパスを指定する必要があります。

Sun SPARC ゲストサーバのバックアップに使用できる Linux バックアップコマンドの例を以下に示しま
す。

1. Linux ホストで、次のコマンドを実行して SPARC ゲストサーバーを中断します。kill -SIGTSTP 
<SSP-PID> 

2. AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Sun SPARC ゲストサーバーのスナップショッ
トファイルと仮想ディスクファイルを Linux ホストから Amazon S3 にアップロードします。aws s3 
cp <snapshot_file> s3://<bucket-name>/<timestamp>/   

3. Sun SPARC ゲストサーバーを再起動します。ssp4u -f <sparc-guest-config-file> -a 
<alias> -S <snapshot-location> 

Backup オプション 3: Amazon EBS ボリュームスナップショット

データセンターのストレージハードウェアのバックアップソリューションを使用することもできます 
(データボリュームのスナップショット作成など)。Solaris インスタンスを移行した場合は、EBS ボリュー
ムスナップショットでも同様のアプローチを使用できます。

次の図は、Sun SPARC サーバの設定と、バックアップオプション 3 を使用したバックアップを示してい
ます。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Charon-SSP AMI を使用して Sun SPARC サーバーを Amazon EC2 に移行します。 
2. AWS KMS で暗号化された EBS ボリュームをデータボリュームとして作成して Amazon EC2 にアタッ

チします。
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3. 物理ディスクを仮想SCSIデバイスとして使用するようにCharon-SSPエミュレーション構成を設定しま
す。

4. SCSI ストレージデバイスを Solaris ゲストにマウントします。
5. AWS Backup をセットアップして Amazon EBS マルチボリュームのクラッシュコンシステントバック

アップを作成します。この件の詳細は、AWS Backup ドキュメントの「Amazon EBS マルチボリューム
のクラッシュコンシステントバックアップの作成」を参照してください。 

[Note:] (メモ:) このバックアップオプションでは、クラッシュ・コンシステントなスナップショットを作成
できますが、最近のほとんどのファイル・システムでは、開いているファイルを破損することなく復元で
きます。このバックアップオプションでは、バックアップ前に処理中のトランザクションや処理を完全に
コミットする必要があるミッションクリティカルなアプリケーションに必要な一貫性が常に得られるとは
限りません。アプリケーションの一貫性を保つために、バックアップスクリプトとバックアップオプショ
ン1または4を使用することを推奨します。 

Backup オプション 4 — AWS Storage Gateway VTL

Sun SPARC サーバーの移行時にバックアップの継続性が必要な場合は、バックアップソリューションが
移行中に影響を及ぼさないため、必要に応じてバックアップデータを回復または取得するオプションが必
要です。このバックアップアプローチでは、オンプレミスのテープライブラリ機能の代わりに Amazon S3 
に保存されているStorage Gateway、テープゲートウェイ、VTL を使用します。このアプローチを使用す
ると、一部のエンタープライズバックアップソリューションでは、既存の構成のほとんどすべてを維持で
きます。

Charon-SSP エミュレータを実行している EC2 インスタンス上で、Solaris 11 を使用して SPARC サー
バーをテストしました。一般的なセットアップでは、エンタープライズバックアップソフトウェアを 
Solaris 11 サーバにインストールして構成する必要があります。 

次の図は、Sun SPARC サーバの設定と、バックアップオプション 4 を使用したバックアップを示してい
ます。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Amazon EC2 Linux インスタンスをセットアップして Bacula Director をインストールします。
2. Bacula カタログデータベースの MySQL DB インスタンス用のマルチ AZ Amazon Relational Database 

Service (Amazon RDS) を作成します。 
3. Amazon EC2 Linux インスタンスをセットアップして Charon-SSP エミュレータをインストールしま

す。
4. Charon-SSPマネージャーで、StromasysドキュメンテーションのCharon-SSPユーザー・ガイドに従っ

てSun SPARC仮想インスタンスを作成します。仮想インスタンスに SPARC イメージをインストール
または復元する

5. 仮想プライベートクラウド (VPC) でStorage Gateway を設定し、VTL テープゲートウェイとして設定し
ます。詳細については、AWS Storage Gateway ドキュメントの「テープゲートウェイの作成」を参照
してください。 

6. Bacula Director で、バキュラカタログデータベースの Amazon RDS エンドポイントを設定します。
7. Bacula Director で、Storage Gateway VTL を使用するようにストレージプールを設定します。 
8. Solaris 11 サーバーで、Bacula ファイルデーモンが Bacula ダイレクターの設定を使用するよう設定し

ます。

[Note:] (メモ:) リスクを軽減し、SPARCの移行を迅速に行うには、Storage Gateway VTL Tape Gatewayを
使用してバックアッププールを作成し、バックアッププールのバックアップポリシーを作成し、新しく作
成したバックアップポリシーを使用するバックアップターゲットを段階的に追加し、バックアップ結果を
検証できます。サーバーを移行すると、Amazon S3 のバックアップからエミュレートされた Solaris OS 
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にサーバーを復元できます。最終的なデルタ同期は、カットオーバー前のメンテナンス期間中に実行され
ます。 

Tools
Backup オプション 1: Stromasys 仮想テープ

• Stromasys Charon-SSPエミュレータ — Charon-SSPエミュレータは、標準の64ビットx86互換コン
ピュータシステム内に元のSPARCハードウェアの仮想レプリカを作成します。SunOS や Solaris などの
オペレーティングシステム (OS)、それらの階層化製品、およびアプリケーションを含む、元の SPARC 
バイナリコードを実行します。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ユーザーがソフトウェアシステムを構築してホスト
するための、コンピューティング能力を自在に拡張および縮小できるウェブサービスです。

• Amazon EFS (Amazon Amazon Elastic File System EFS) は、AWS クラウドサービスとオンプレミスリ
ソースで使用できる、シンプルでサーバーレスの、シンプルでサーバーレスの、 set-and-forget シンプ
ルでサーバーレスの、シンプルでサーバーレスな、シンプルでサーバーレスな、シンプルでサーバーレ
スな、シンプルでサーバーレスな、シンプルでサーバーレスな、シンプルでサーバーレスな、

• Amazon S3 — Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。 
• Amazon S3 Glacier (Amazon S3) は、データのアーカイブおよび長期バックアップを行うための、安全

で耐久性が高く、非常に低コストの Amazon 3 ストレージクラスです。
• AWS Systems Manager Automation (AWS Systems Manager) は、AWS インスタンスおよび他の AWS 

リソースの一般的なメンテナンスとデプロイタスクを簡素化します。

 

Backup オプション 2: ストロマシス・スナップショット

• Stromasys Charon-SSPエミュレータ — Charon-SSPエミュレータは、標準の64ビットx86互換コン
ピュータシステム内に元のSPARCハードウェアの仮想レプリカを作成します。SunOS や Solaris など
の OS、それらの階層化製品、およびアプリケーションを含む、元の SPARC バイナリコードを実行し
ます。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ユーザーがソフトウェアシステムを構築してホスト
するための、コンピューティング能力を自在に拡張および縮小できるウェブサービスです。

• Amazon EFS (Amazon Amazon Elastic File System EFS) は、AWS クラウドサービスとオンプレミスリ
ソースで使用できる、シンプルでサーバーレスの、シンプルでサーバーレスの、 set-and-forget シンプ
ルでサーバーレスの、シンプルでサーバーレスな、シンプルでサーバーレスな、シンプルでサーバーレ
スな、シンプルでサーバーレスな、シンプルでサーバーレスな、シンプルでサーバーレスな、

• Amazon S3 — Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。 
• Amazon S3 Glacier (Amazon S3) は、データのアーカイブおよび長期バックアップを行うための、安全

で耐久性が高く、非常に低コストの Amazon 3 ストレージクラスです。
• AWS Systems Manager Automation (AWS Systems Manager) は、AWS インスタンスおよび他の AWS 

リソースの一般的なメンテナンスとデプロイタスクを簡素化します。

 

Backup オプション 3: Amazon EBS ボリュームスナップショット

• Stromasys Charon-SSPエミュレータ — Charon-SSPエミュレータは、標準の64ビットx86互換コン
ピュータシステム内に元のSPARCハードウェアの仮想レプリカを作成します。SunOS や Solaris など
の OS、それらの階層化製品、およびアプリケーションを含む、元の SPARC バイナリコードを実行し
ます。

• AWS Backup (AWS) は、フルマネージドのデータ保護サービスであり、AWS のフルマネージドのデー
タ保護機能であり、AWS のフルマネージドのデータ保護機能です。
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• Amazon EBS — Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、EC2 インスタンスで使用するためのブ
ロックレベルのストレージボリュームを提供します。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ユーザーがソフトウェアシステムを構築してホスト
するための、コンピューティング能力を自在に拡張および縮小できるウェブサービスです。

 

Backup オプション 4: AWS Storage Gateway VTL

• Stromasys Charon-SSPエミュレータ — Charon-SSPエミュレータは、標準の64ビットx86互換コン
ピュータシステム内に元のSPARCハードウェアの仮想レプリカを作成します。SunOS や Solaris など
の OS、それらの階層化製品、およびアプリケーションを含む、元の SPARC バイナリコードを実行し
ます。

• Bacula — Baculaは、オープンソースのエンタープライズレベルのコンピューターバックアップシステ
ムです。既存のバックアップアプリケーションがテープゲートウェイをサポートしているかどうかの詳
細については、AWS Storage Gateway ドキュメントの「テープゲートウェイでサポートされているサー
ドパーティバックアップアプリケーション」を参照してください。 

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ユーザーがソフトウェアシステムを構築してホスト
するための、コンピューティング能力を自在に拡張および縮小できるウェブサービスです。

• Amazon RDS for MySQL — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、複数のバージョン
の MySQL を実行する DB インスタンスをサポートします。 

• Amazon S3 — Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。 
• Amazon S3 Glacier (Amazon S3) は、データのアーカイブおよび長期バックアップを行うための、安全

で耐久性が高く、非常に低コストの Amazon 3 ストレージクラスです。
• AWS Storage Gateway は、オンプレミスのソフトウェアアプライアンスをクラウドベースのストレージ

と接続し、お客様のオンプレミスの IT 環境と AWS ストレージインフラストラクチャとの間に、データ
セキュリティ機能を備えたシームレスな統合を実現するサービスです。

エピック
Backup オプション1 — Stromasys仮想テープバックアップを作成する

タスク 説明 必要なスキル

仮想テープファイルストレージ
用の Amazon EFS 共有ファイル
システムを作成します。

AWS マネジメントコンソールに
サインインするか、AWS CLI を
使用して Amazon EFS ファイル
システムを作成します。

この件の詳細は、Amazon EFS
ドキュメントの「Amazon EFS 
ファイルシステムの作成」を参
照してください。

クラウドアーキテクト

共有ファイルシステムをマウン
トするように Linux ホストを設定
します。

Amazon EC2 Linux インスタンス
に Amazon EFS ドライバーをイ
ンストールし、起動時に Amazon 
EFS 共有ファイルシステムをマ
ウントするように Linux OS を設
定します。

詳細については、Amazon EFS 
ドキュメントの「EFS マウント

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
ヘルパーを使用したファイルシ
ステムのマウント」を参照して
ください。

Charon-SSP エミュレーターをイ
ンストールします。

Amazon EC2 Linux インスタンス
に Charon-SSP エミュレータを
インストールします。

詳細については、Stromasys ド
キュメントの「Charon-SSP 用
の AWS クラウドインスタンスの
セットアップ」を参照してくだ
さい。

DevOps エンジニア

Sun SPARC ゲストサーバごと
に、共有ファイルシステムに仮
想テープファイルコンテナを作
成します。

touch <vtape-container-
name>コマンドを実行し
て、Charon-SSPエミュレータに
デプロイされた各Sun SPARCゲ
ストサーバーの共有ファイルシ
ステム内に仮想テープファイル
コンテナを作成します。

DevOps エンジニア

Sun SPARCゲストサーバー用の
仮想テープデバイスを作成する
ようにCharon-SSPマネージャー
を設定します。

Charon-SSP Managerにログイ
ンし、仮想テープデバイスを作
成し、各Sun SPARCゲストサー
バーの仮想テープコンテナファ
イルを使用するように構成しま
す。

これについての詳細
は、Stromasysドキュメンテー
ションのLinux向けCharon-SSP 
5.2ユーザーガイドを参照してく
ださい。

DevOps エンジニア

仮想テープデバイスが Sun 
SPARC ゲストサーバで使用可能
であることを確認します。

各 Sun SPARC ゲストサーバ
にログインし、mt -f /dev/
rmt/1コマンドを実行して、仮
想テープデバイスが OS で構成
されていることを確認します。

DevOps エンジニア

Systems Manager Automation 
Runbook およびオートメーショ
ンを作成します。

Systems Manager 自動化ラ
ンブックを作成し、Systems 
Manager でバックアッププロセ
スのスケジュールを設定するた
めのメンテナンスウィンドウと
関連付けを設定します。

詳細については、AWS Systems 
Manager ドキュメントの「自動
化のチュートリアル」と「メン
テナンスウィンドウの設定」を
参照してください。

クラウドアーキテクト
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル

ローテーションされた仮想テー
プコンテナファイルをアーカイ
ブするように Systems Manager 
オートメーションを設定しま
す。

「追加情報」セクションの「戻
る」オプション 1 のコードサ
ンプルを使用して、ローテー
ションされた仮想テープコン
テナファイルを Amazon S3 と 
Amazon S3 Glacier にアーカイブ
する Systems Manager 自動化ラ
ンブックを作成します。

クラウドアーキテクト

アーカイブおよびスケジュー
リング用の Systems Manager 
Runbook をデプロイします。

Systems Manager 自動化ラ
ンブックを展開し、Systems 
Manager で自動的に実行される
ようにスケジュールします。

この件の詳細は、Systems 
Manager のドキュメントの
「オートメーションチュートリ
アル」を参照してください。

クラウドアーキテクト

Backup オプション 2 — Stromasys スナップショットを作成する

タスク 説明 必要なスキル

仮想テープファイルストレージ
用の Amazon EFS 共有ファイル
システムを作成します。

AWS マネジメントコンソールに
サインインするか、AWS CLI を
使用して Amazon EFS ファイル
システムを作成します。

この件の詳細は、Amazon EFS 
ドキュメントの「Amazon EFS 
ファイルシステムの作成」を参
照してください。

クラウドアーキテクト

共有ファイルシステムをマウン
トするように Linux ホストを設定
します。

Amazon EC2 Linux インスタンス
に Amazon EFS ドライバーをイ
ンストールし、起動時に Amazon 
EFS 共有ファイルシステムをマ
ウントするように Linux OS を設
定します。

詳細については、Amazon EFS 
ドキュメントの「EFS マウント
ヘルパーを使用したファイルシ
ステムのマウント」を参照して
ください。 

DevOps エンジニア

Charon-SSP エミュレーターをイ
ンストールします。

Amazon EC2 Linux インスタンス
に Charon-SSP エミュレータを
インストールします。

詳細については、Stromasys ド
キュメントの「Charon-SSP 用
の AWS クラウドインスタンスの

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
セットアップ」を参照してくだ
さい。

Sun SPARC ゲストサーバがス
ナップショットオプションで起
動するように設定します。

Charon-SSP Managerを使用し
て、各Sun SPARCゲストサー
バーのスナップショットオプ
ションを設定します。

これについての詳細
は、Stromasysドキュメンテー
ションのLinux向けCharon-SSP 
5.2ユーザーガイドを参照してく
ださい。 

DevOps エンジニア

Systems Runbook を作成しま
す。

「追加情報」セクションの
「Backup オプション 2」のコー
ドサンプルを使用して、メンテ
ナンス期間中に Sun SPARC ゲ
ストサーバでスナップショット
コマンドをリモートで実行する 
Systems Manager Automation 
Runbook を作成します。

クラウドアーキテクト

Systems Manager 自動化ラン
ブックをデプロイし、Amazon 
EC2 Linux ホストへの関連付けを
設定します。

Systems Manager 自動化ラン
ブックを展開し、バックアッ
ププロセスのスケジュールを設
定するためのメンテナンスウィ
ンドウと関連付けを Systems 
Manager で設定します。

詳細については、AWS Systems 
Manager ドキュメントの「自動
化のチュートリアル」と「メン
テナンスウィンドウの設定」を
参照してください。

クラウドアーキテクト

スナップショットを長期保存し
ます。

追加情報セクションにあるラン
ブックのサンプルコードを使
用して、スナップショットファ
イルを Amazon S3 と Amazon 
S3 Glacier にアーカイブする 
Systems Manager 自動化ラン
ブックを作成します。

クラウドアーキテクト

Backup オプション 3 — Amazon EBS ボリュームスナップショットを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Charon-SSP エミュレーターをイ
ンストールします。

Amazon EC2 Linux インスタンス
に Charon-SSP エミュレータを
インストールします。

詳細については、Stromasys ド
キュメントの「Charon-SSP 用
の AWS クラウドインスタンスの

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

タスク 説明 必要なスキル
セットアップ」を参照してくだ
さい。 

Sun SPRAC ゲストサーバー用の 
EBS ボリュームを作成します。

AWS マネジメントコンソールに
サインインして Amazon EBS コ
ンソール (Amazon EBS コンソー
ル) を開き、Sun SPRAC ゲスト
サーバーの EBS ボリュームを作
成します。

詳細については、Stromasys ド
キュメントの「Charon-SSP 用
の AWS クラウドインスタンスの
セットアップ」を参照してくだ
さい。

クラウドアーキテクト

EBS ボリュームを Amazon EC2 
Linux インスタンスにアタッチし
ます。

Amazon EC2 コンソール
で、EBS ボリュームを Amazon 
EC2 Linux インスタンスにアタッ
チします。

この件の詳細は、Amazon EC2 
ドキュメントの「インスタンス
への Amazon EBS ボリューム
のアタッチ」を参照してくださ
い。

AWS DevOps

EBSボリュームをCharon-SSPエ
ミュレーターのSCSIドライブと
してマッピングします。

EBS ボリュームを Sun SPARC 
ゲストサーバーの SCSI ドライ
ブとしてマッピングするよう
に、Charon-SSP マネージャーを
設定します。

これについての詳細
は、Stromasysドキュメンテー
ションの『Charon-SSP V5.2 for 
Linuxガイド』の「SCSIストレー
ジ構成」セクションを参照して
ください。

AWS DevOps

EBS ボリュームのスナップ
ショットを作成するための AWS 
Backup スケジュールを設定しま
す。

EBS ボリュームのスナップ
ショットを作成するための AWS 
Backup ポリシーとスケジュール
を設定します。

詳細については、AWS デベロッ
パーセンターのドキュメント
の「AWS Backup を使用した 
Amazon EBS のバックアップと
復元」チュートリアルを参照し
てください。

AWS DevOps
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AWS 規範的ガイダンス パターン
エピック

Backup オプション 4 — AWS Storage Gateway VTL を作成する

タスク 説明 必要なスキル

テープゲートウェイデバイスを
作成します。

AWS マネジメントコンソール
にサインインし、AWS Storage 
Gateway コンソールを開い
て、VPC にテープゲートウェイ
デバイスを作成します。

詳細については、AWS Storage
Gateway ドキュメントの「ゲー
トウェイの作成」を参照してく
ださい。

クラウドアーキテクト

バキュラカタログの Amazon 
RDS DB インスタンスを作成し
ます。

Amazon RDS コンソール 
(Amazon RDS for MySQL) DB イ
ンスタンスを作成します。

この件の詳細は、Amazon RDS 
ドキュメントの「MySQL DB 
インスタンスの作成」および
「MySQL DB インスタンスの
データベースへの接続」を参照
してください。

クラウドアーキテクト

VPC にバックアップアプリケー
ションコントローラーをデプロ
イします。

EC2 インスタンスに Bacula 
をインストールし、バック
アップアプリケーションコ
ントローラをデプロイして
から、テープゲートウェイデ
バイスに接続するようにバッ
クアップストレージを設定
します。Bacula-storage-
daemon-config.txtファイル 
(添付ファイル) にある Bacula 
Director ストレージデーモン設定
のサンプルを使用できます。

詳細については、Baculaのド
キュメントを参照してくださ
い。

AWS DevOps

Sun SPARC ゲストサーバにバッ
クアップアプリケーションを
セットアップします。

SUN-SPARC-Guest-Bacula-
Config.txtファイル (添付) 内
のサンプル Bacula 構成を使用
して、バックアップアプリケー
ションを Sun SPARC ゲスト
サーバにインストールしてセッ
トアップする 2 台目のクライア
ントを設定します。

DevOps エンジニア

バックアップ構成とスケジュー
ルを設定します。

Bacula-Directory-
Config.txtファイル（添付）
内のサンプル Bacula Director 設
定を使用して、バックアップア
プリケーションコントローラで

DevOps エンジニア
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
バックアップ構成とスケジュー
ルを設定します。

詳細については、Baculaのド
キュメントを参照してくださ
い。 

バックアップ構成とスケジュー
ルが正しいことを確認します。

Bacula ドキュメントの指示に
従って、Sun SPARC ゲスト
サーバでのセットアップの検証
とバックアップテストを行いま
す。

たとえば、次のコマンドを使用
して構成ファイルを検証できま
す。

• bacula-dir -t -c 
bacula-dir.conf

• bacula-fd -t -c bacula-
fd.conf

• bacula-sd -t -c bacula-
sd.conf

DevOps エンジニア

関連リソース
• VEライセンス付きのカロン仮想SPARC
• カロンバーチャル SPARC
• Bacula エンタープライズエディションでのクラウドサービスとオブジェクトストレージの使用
• ディザスタリカバリ (DR) の目標
• AWS Storage Gateway-VTL デバイスの操作
• Charonのレガシー・システム・エミュレーション・ソリューション

追加情報
Backup オプション 1 — Stromasys 仮想テープを作成する

次の Systems Manager Automation ランブックのサンプルコードを使用すると、自動的にバックアップを
開始してからテープを交換できます。

...
# example backup script saved in SUN SPARC Server 
 #!/usr/bin/bash 
 mt -f  rewind 
 tar -cvf   
 mt -f  offline
...         
         mainSteps: 
         - action: aws:runShellScript 
           name: 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

             runCommand: 
             - | 
               # Validate tape backup container file exists 
               if [ ! -f {{TapeBackupContainerFile}} ]; then 
                 logger -s -p local3.warning "Tape backup container file is not exists - 
 {{TapeBackupContainerFile}}, create a new one" 
                 touch {{TapeBackupContainerFile}} 
               fi 
         - action: aws:runShellScript 
           name: startBackup 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               user={{BACKUP_USER}} 
               keypair={{KEYPAIR_PATH}} 
               server={{SUN_SPARC_IP}} 
               backup_script={{BACKUP_SCRIPT}} 
               ssh -i $keypair $user@$server -c "/usr/bin/bash $backup_script" 
         - action: aws:runShellScript 
           name: swapVirtualDiskContainer 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               mv {{TapeBackupContainerFile}} {{TapeBackupContainerFile}}.$(date +%s) 
               touch {{TapeBackupContainerFile}} 
         - action: aws:runShellScript 
           name: uploadBackupArchiveToS3 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               aws s3 cp {{TapeBackupContainerFile}} s3://{{BACKUP_BUCKET}}/
{{SUN_SPARC_IP}}/$(date '+%Y-%m-%d')/ 
 ...

Backup オプション 2 — Stromasys スナップショット

次の Systems Manager 自動化ランブックのサンプルコードを使用して、バックアッププロセスを自動化で
きます。

      ... 

         mainSteps: 
         - action: aws:runShellScript 
           name: startSnapshot 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               # You may consider some graceful stop of the application before taking a 
 snapshot 
               # Query SSP PID by configuration file 
               # Example: ps ax | grep ssp-4 | grep Solaris10.cfg | awk '{print $1" "$5}' | 
 grep ssp4 | cut -f1 -d" " 
               pid=`ps ax | grep ssp-4 | grep {{SSP_GUEST_CONFIG_FILE}} | awk '{print $1" 
 "$5}' | grep ssp4 | cut -f1 -d" "` 
               if [ -n "${pid}" ]; then 
                 kill -SIGTSTP ${pid} 
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               else 
                 echo "No PID found for SPARC guest with config {{SSP_GUEST_CONFIG_FILE}}" 
                 exit 1 
               fi 
         - action: aws:runShellScript 
           name: startBackup 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               # upload snapshot and virtual disk files into S3 
               aws s3 sync {{SNAPSHOT_FOLDER}} s3://{{BACKUP_BUCKET}}/$(date '+%Y-%m-%d')/ 
               aws s3 cp {{VIRTUAL_DISK_FILE}} s3://{{BACKUP_BUCKET}}/$(date '+%Y-%m-%d')/ 
         - action: aws:runShellScript 
           name: restratSPARCGuest 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               /opt/charon-ssp/ssp-4u/ssp4u -f {{SSP_GUEST_CONFIG_FILE}} -d -a 
 {{SPARC_GUEST_NAME}} --snapshot {{SNAPSHOT_FOLDER}} 
 ...

Backup オプション 4 — AWS Storage Gateway VTL

Solaris の非大域ゾーンを使用して仮想化された従来の Sun SPARC サーバを実行する場合、バックアップ
アプリケーションアプローチは Sun SPARC サーバで実行されている非大域ゾーンにも適用できます (た
とえば、バックアップクライアントは非大域ゾーン内で実行できます)。ただし、バックアップクライアン
トは Solaris ホストで実行して、非大域ゾーンのスナップショットを作成することもできます。その後、ス
ナップショットをテープにバックアップできます。

次の構成例では、Solaris 非大域ゾーンをホストするファイルシステムを Solaris ホストのバックアップ構
成に追加します。

FileSet { 
   Name = "Branded Zones" 
   Include { 
     Options { 
       signature = MD5 
     } 
     File = /zones 
   } 
 }

添付ファイル
このドキュメントに関連するその他のコンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してくださ
い。attachment.zip

Veeam バックアップ&レプリケーションで Amazon 
S3 にデータをバックアップおよびアーカイブする

ジャンナ・ジェームスとアンソニー・フィオーレ（AWS）（AWS）によって作成されました
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概要

環境:プロダクション テクノロジー:ストレージとバッ
クアップ

AWS サービス:Amazon 
EC2、Amazon S3、Amazon S3 
グレイシャー

概要
このパターンでは、Veeam Backup & Replicationによって作成されたバックアップを、Veeamスケールア
ウトバックアップリポジトリ機能を使用して、サポートされているSimple Storage Service (Amazon S3) 
オブジェクトストレージクラスに送信するプロセスを詳しく説明しています。 

Veeamは、特定のニーズに最適な複数のAmazon S3ストレージクラスをサポートしています。ストレージ
のタイプは、バックアップまたはアーカイブデータのデータアクセス、耐障害性、およびコスト要件に基
づいて選択できます。たとえば、30 日以上使用する予定のないデータを Amazon S3 低頻度アクセス (IA) 
に保存して、コストを抑えることができます。データを90日以上アーカイブすることを計画している場合
は、Veeamのアーカイブ階層でAmazon Simple Storage Service Glacierを使用できます。S3 オブジェクト
ロックを使用して、Amazon S3 内でバックアップを変更できないようにすることもできます。

このパターンでは、Amazon Web Services（AWS）Storage Gateway ゲートウェイでテープゲートウェ
イを使用してVeeam Backup & Replicationをセットアップする方法については説明していません。このト
ピックについては、Veeamウェブサイトの「AWS VTL Gatewayを使用したVeeamのBackup とレプリケー
ション-デプロイガイド」を参照してください。

前提条件と制限
前提条件

• Veeam Availability SuiteまたはVeeam Backup Essentialsを含むVeeam Backup & Replicationがインス
トールされています（無料トライアルに登録できます）

• Veeamユニバーサルライセンス（VUL）を含む、エンタープライズまたはエンタープライズプラス機能
を備えたVeeam Backup & Replicationライセンス

• Amazon S3 バケットへのアクセス権がある、アクティブな AWS Identity and Access Management 
(IAM) ユーザーアカウント

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) と Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) にアク
セスできるアクティブな IAM ユーザーアカウント (アーカイブ階層を利用している場合)

• パブリックインターネット接続または AWS Direct Connect パブリック仮想インターフェイス (VIF) を経
由して、トラフィックのバックアップとリストアに使用できる帯域幅を備えた、オンプレミスから AWS 
サービスへのネットワーク接続

• オブジェクトストレージリポジトリとの適切な通信を確保するために、次のネットワークポートとエン
ドポイントが開かれました。
• Amazon S3 ストレージ — TCP — ポート 443: Amazon S3 ストレージとの通信に使用されます。
• Amazon S3 ストレージ — クラウドエンドポイント — AWS リージョンと AWS GovCloud (米国) リー

ジョンの場合は*.amazonaws.com、中国リージョンの場合は*.amazonaws.com.cn: Amazon S3 スト
レージとの通信に使用されます。接続エンドポイントの完全なリストについては、AWS ドキュメント
の「Amazon S3 エンドポイント」を参照してください。

• Amazon S3 ストレージ — TCP HTTP — ポート 80: 証明書のステータスを検証するために使用されま
す。証明書検証エンドポイント (CRL) とオンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) は、変更さ
れる可能性があることを考慮してください。実際の住所リストは、証明書自体に記載されています。

• Amazon S3 ストレージ — 証明書検証エンドポイント — *.amazontrust.com: 証明書のステータスを検
証するために使用されます。証明書検証エンドポイント (CRL URL と OCSP サーバー) は変更される
可能性があることを考慮してください。実際の住所リストは、証明書自体に記載されています。

機能制限
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アーキテクチャ

• Veeamは、Veeamオブジェクトストレージリポジトリとして使用されるS3バケットのS3ライフサイク
ルポリシーをサポートしていません。これらには、Amazon S3 ストレージクラスの移行や S3 ライフ
サイクルの有効期限ルールを含むポリシーが含まれます。これらのオブジェクトを管理する唯一のエン
ティティはVeeamでなければなりません。S3 ライフサイクルポリシーを有効にすると、データが失わ
れるなど、予期しない結果が生じる可能性があります。

製品バージョン

• Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 以降 (バックアップのみまたは容量階層)
• Veeam Backup & Replication v10 以降 (バックアップまたは容量階層と S3 オブジェクトロック)
• Veeam Backup & Replication v11 以降 (バックアップまたはキャパシティ層、アーカイブまたはアーカ

イブ層、および S3 オブジェクトロック)
• S3 Standard
• S3 Standard – IA
• S3 1 ゾーン - IA
• S3 Glacier (v11 のみ)
• S3 Glacier Deep Archive (v11 のみ)

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• VeeamバックアップサーバーまたはVeeamゲートウェイサーバーからAmazon S3に接続できるオンプレ
ミスのVeeam Backup & Replicationインストール

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon S3
• Amazon VPC と Amazon EC2 (アーカイブ階層を使用する場合)

ターゲットアーキテクチャ

次の図表は、スケールアウトバックアップレポジトリアーキテクチャを示しています。

Veeam Backup and Replicationソフトウェアは、システム障害、アプリケーションエラー、誤った削除な
どの論理エラーからデータを保護します。この図では、バックアップは最初にオンプレミスで実行され、
セカンダリコピーは Amazon S3 に直接送信されます。 point-in-time バックアップはデータのコピーで
す。

このワークフローは、Amazon S3 へのバックアップの階層化またはコピーに必要な 3 つの主要コンポーネ
ントと、1 つのオプションコンポーネントで構成されています。

• Veeam Backup & Replication (1) — バックアップインフラストラクチャ、設定、ジョブ、リカバリタス
ク、およびその他のプロセスの調整、制御、管理を行うバックアップサーバー。

• Veeamゲートウェイサーバー（図には表示されていません）— VeeamバックアップサーバーがAmazon 
S3へのアウトバウンド接続がない場合に必要な、オプションのオンプレミスゲートウェイサーバーで
す。

• スケールアウトバックアップリポジトリ (2) — データの多層ストレージを水平スケーリングでサポート
するリポジトリシステム。スケールアウトバックアップリポジトリは、データへの高速アクセスを提供
する 1 つ以上のバックアップリポジトリで構成され、Amazon S3 オブジェクトストレージリポジトリ
を使用して長期ストレージ (容量階層) およびアーカイブ (アーカイブ層) 用に拡張できます。Veeamは
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Tools

スケールアウトバックアップリポジトリを使用して、ローカル (パフォーマンス階層) とAmazon S3オブ
ジェクトストレージ (容量層とアーカイブ層) の間でデータを自動的に階層化します。

• Amazon S3 — スケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供する
AWS オブジェクトストレージサービス。

自動化とスケール

VeeamHub GitHub リポジトリで提供されている AWS CloudFormation テンプレートを使用して、IAM リ
ソースと S3 バケットの作成を自動化できます。テンプレートには、標準オプションと不変オプションの
両方が含まれています。

Tools
ツールと AWS サービス

• Veeam Backup & Replicationは、仮想および物理ワークロードを保護、バックアップ、複製、復元する
ためのVeeamのソリューションです。

• AWS CloudFormation は、お客様の AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫したプロビジョニ
ング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。テンプレートを使用してリソースとその依存関
係を記述し、リソースを個別に管理する代わりに、それらをスタックとしてまとめて起動および設定で
きます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンのスタックを管理およびプロビジョニングできま
す。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。を使用すると Amazon EC2 だけ仮想サーバーを起動でき、スケールア
ウトまたはスケールインできます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS のサービスへのアクセスをセキュアに制御す
るためのウェブサービスです。IAM を使用すると、ユーザー、セキュリティ認証情報 (アクセスキーな
ど)、およびユーザーとアプリケーションがアクセスできる AWS リソースを制御する許可を一元管理で
きます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスです。Simple 
Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保
存および取得できます。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、AWS クラウドの論理的に隔離されたセクションをプ
ロビジョニングし、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できるようにします。仮想
ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークによく似ています
が、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

Code

CloudFormation VeeamHub GitHub リポジトリに用意されているテンプレートを使用して、このパターン
の IAM リソースと S3 バケットを自動的に作成します。これらのリソースを手動で作成したい場合は、エ
ピックセクションの手順に従ってください。

叙事詩
アカウントで Amazon S3 ストレージを設定してください

タスク 説明 必要なスキル

IAM ユーザーを作成します。 IAM ドキュメントの手順に従っ
て、プログラムアクセス権が
ある IAM ユーザーを作成しま
す。Veeamは、このエンティ

AWS 管理者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ティを使用して、S3 バケット
の読み書きを AWS で認証しま
す。ユーザーが必要以上の権限
を持たないように、最低限の権
限を付与する (つまり、タスクの
実行に必要な権限のみを付与す
る) 必要があります。Veeam IAM
ユーザーにアタッチするIAMポリ
シーの例については、「追加情
報 (p. 2703)」セクションを参照
してください。

注:または、 CloudFormation
VeeamHub GitHub リポジトリ
で提供されているテンプレート
を使用して、このパターン用の 
IAM ユーザーと S3 バケットを作
成することもできます。

S3 バケットを作成します。 1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインして Amazon 
S3 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/s3/) 
を開きます。 

2. ターゲットストレージとして
使用する既存の S3 バケット
がまだない場合は、[Create 
bucket] を選択し、バケット
名、AWS リージョン、バケッ
ト設定を指定します。
• S3 バケットの Block Public 

Access オプションを有効
にし、組織の要件に合わせ
てアクセスポリシーとユー
ザー権限ポリシーを設定す
ることをお勧めします。例
については、Amazon S3 の
ドキュメントを参照してく
ださい。

• S3 Object Lock をすぐに
使用する予定がない場合で
も、有効にすることをお勧
めします。この設定は、S3 
バケットの作成時にのみ有
効にできます。

詳細については、Amazon S3 
ドキュメントの「バケットの作
成」を参照してください。

AWS 管理者
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叙事詩

Amazon S3 Glacier (または Amazon S3 GS3 Glacier Deep Archive) を Veeam 
Backup &レプリケーションに追加する

タスク 説明 必要なスキル

「新規オブジェクトリポジト
リ」ウィザードを起動します。

Veeamでオブジェクトストレー
ジとスケールアウトバックアッ
プリポジトリを設定する前に、
容量階層とアーカイブ階層に使
用する Amazon S3 と Amazon 
S3 Glacier のストレージリポジト
リを追加する必要があります。
次のエピックでは、これらのス
トレージリポジトリをスケール
アウトバックアップリポジトリ
に接続します。

1. Veeamコンソールで、Backup 
インフラストラクチャビュー
を開きます。 

2. インベントリペインで、
「Backup リポジトリ」ノード
を選択し、「リポジトリを追
加」を選択します。 

3. 「Backup リポジトリの追加」
ダイアログで、「オブジェク
トストレージ」、「Amazon 
S3」を選択します。

AWS 管理者、アプリケーション
所有者

キャパシティー階層に Amazon 
S3 ストレージを追加します。

1. Amazon クラウドストレージ
サービスダイアログボックス
で、Amazon S3 を選択しま
す。

2. ウィザードの「名前」ステッ
プで、オブジェクトストレー
ジの名前と、作成者や作成日
などの簡単な説明を指定しま
す。 

3. ウィザードのアカウントス
テップで、オブジェクトスト
レージアカウントを指定しま
す。 
• 認証情報では、最初の

エピックで作成したユー
ザー認証情報を選択して 
Amazon S3 オブジェクト
ストレージにアクセスしま
す。 

• AWS リージョンの場合
は、Amazon S3 バケットが
ある AWS リージョンを選
択します。

4. ウィザードのバケットステッ
プで、オブジェクトストレー
ジ設定を指定します。

AWS 管理者、アプリケーション
所有者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
• [データセンターリージョン] 

で、Amazon S3 バケットが
ある AWS リージョンを選
択します。

• [バケット] で、最初のエ
ピックで作成した S3 バ
ケットを選択します。

• 「フォルダー」で、オブ
ジェクトストレージリポジ
トリをマップするクラウド
フォルダーを作成または選
択します。 

• 不変性を有効にする場合
は、「最近のバックアップ
を X 日間変更不可にする」
を選択し、バックアップを
ロックする期間を設定しま
す。イミュータビリティを
有効にすると、Veeamから
Amazon S3へのAPIコール
数が増えるため、コストが
増加することに注意してく
ださい。

5. ウィザードの概要手順で、構
成情報を確認し、[完了] を選
択します。
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タスク 説明 必要なスキル

アーカイブ階層に Amazon S3 
Glacier ストレージを追加しま
す。

アーカイブ階層を作成する場合
は、「追加情報 (p. 2703)」セク
ションに詳述されている IAM 権
限を使用してください。 

1. 前述のように、「新規オブ
ジェクトリポジトリ」ウィ
ザードを起動します。

2. Amazon クラウドストレージ
サービスダイアログボックス
で、Amazon S3 Glacier を選
択します。

3. ウィザードの「名前」ステッ
プで、オブジェクトストレー
ジの名前と、作成者や作成日
などの簡単な説明を指定しま
す。

4. ウィザードのアカウントス
テップで、オブジェクトスト
レージアカウントを指定しま
す。
• 認証情報では、最初の

エピックで作成したユー
ザー認証情報を選択して 
Amazon S3 Glacier オブ
ジェクトストレージにアク
セスします。 

• AWS リージョンの場合
は、Amazon S3 バケットが
ある AWS リージョンを選
択します。

5. ウィザードのバケットステッ
プで、オブジェクトストレー
ジ設定を指定します。
• データセンターリージョン

の場合は、AWS リージョン
を選択します。

• [バケット] で、バックアッ
プデータを保存する S3 バ
ケットを選択します。これ
は、キャパシティ階層に使
用したのと同じバケットで
もかまいません。

• 「フォルダー」で、オブ
ジェクトストレージリポジ
トリをマップするクラウド
フォルダーを作成または選
択します。 

• 不変性を有効にする場合
は、「最近のバックアップ
を保存ポリシーの全期間に
わたって変更不可にする」

AWS 管理者、アプリケーション
所有者
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タスク 説明 必要なスキル
を選択します。イミュー
タビリティを有効にする
と、VeeamからAmazon S3
へのAPIコール数が増えるた
め、コストが増加すること
に注意してください。

• S3 Glacier Deep Archive を
アーカイブストレージクラ
スとして使用する場合は、
「ディープアーカイブスト
レージクラスを使用する」
を選択します。

6. ウィザードのプロキシアプラ
イアンスステップで、Amazon 
S3 から Amazon S3 Glacier に
データを転送するために使用
する補助インスタンスを設定
します。デフォルト設定を使
用するか、各設定を手動で構
成できます。設定を手動で設
定するには:
• [Customize] (カスタマイズ) 

を選択します。
• EC2 インスタンスタイプの

場合は、バックアップファ
イルをスケールアウトバッ
クアップリポジトリのアー
カイブ階層に転送するため
の速度とコストの要件に基
づいて、プロキシアプライ
アンスのインスタンスタイ
プを選択します。

• Amazon VPC の場合は、
ターゲットインスタンスの 
VPC を選択します。

• 「サブネット」で、プロ
キシアプライアンスのサブ
ネットを選択します。

• [セキュリティグループ] 
で、プロキシアプライア
ンスに関連付けるセキュ
リティグループを選択しま
す。

• リダイレクターポートに
は、プロキシアプライア
ンスとバックアップインフ
ラストラクチャコンポーネ
ント間でリクエストをルー
ティングするための TCP 
ポートを指定します。

• 「OK」 を選択して設定を確
定します。
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タスク 説明 必要なスキル
7. ウィザードの概要手順で、構

成情報を確認し、[完了] を選
択します。

スケールアウトバックアップレポジトリを追加

タスク 説明 必要なスキル

「新規スケールアウトBackup リ
ポジトリ」ウィザードを起動し
ます。

1. Veeamコンソールで、Backup 
インフラストラクチャビュー
を開きます。 

2. インベントリペインで、[ス
ケールアウトリポジトリ] を選
択し、 [スケールアウトリポジ
トリの追加] を選択します。

アプリ所有者、AWS システム管
理者

スケールアウトバックアップリ
ポジトリを追加し、容量とアー
カイブ階層を設定します。

1. ウィザードの名前ステップ
で、スケールアウトバック
アップリポジトリの名前と簡
単な説明を指定します。 

2. 必要に応じて、パフォーマン
スエクステントを追加してく
ださい。既存のVeeamローカ
ルバックアップリポジトリを
パフォーマンス階層として使
用することもできます。 

3. [Advanced] を選択し、スケー
ルアウトバックアップリポジ
トリの追加オプションを指定
します。
• [マシンごとのバックアッ

プファイルを使用] を選択
して、マシンごとに個別
のバックアップファイルを
作成し、これらのファイル
を複数のストリームで同時
にバックアップリポジトリ
に書き込みます。このオプ
ションは、ストレージとコ
ンピューティングリソース
をより有効に活用するため
に推奨されます。

• 増分バックアップの復元ポ
イントを含むエクステント
がオフラインになった場合
に備えて、[必要なエクステ
ントがオフラインのときに
フルバックアップを実行] 
を選択してフルバックアッ
プファイルを作成します。
このオプションでは、フル
バックアップファイルをホ

アプリ所有者、AWS システム管
理者
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タスク 説明 必要なスキル
ストするためのスケールア
ウトバックアップリポジト
リに空き容量が必要です。

4. ウィザードのポリシーステッ
プで、リポジトリのバック
アップ配置ポリシーを指定し
ます。 
• データローカル性を選択す

ると、同じチェーンに属
するフルバックアップファ
イルと増分バックアップ
ファイルを同じパフォー
マンスでまとめて保存で
きます。新しいバックアッ
プチェーンに属するファイ
ルは、同じパフォーマンス
範囲または別のバックアッ
プチェーンに保存できます
（パフォーマンス範囲とし
て重複除外ストレージアプ
ライアンスを使用しない限
り）。

• フルバックアップファイル
と増分バックアップファ
イルをさまざまなパフォー
マンスレベルで保存するに
は、「パフォーマンス」を
選択します。このオプショ
ンには、高速で信頼性の高
いネットワーク接続が必要
です。[パフォーマンス] を
選択すると、保存するバッ
クアップファイルの種類を
パフォーマンス範囲ごとに
制限できます。たとえば、
フルバックアップファイル
を 1 つのエクステントに、
インクリメンタルバック
アップファイルを他のエク
ステントに保存できます。
ファイルタイプを選択する
には:
• [Customize] (カスタマイ

ズ) を選択します。
• Backup 配置設定ダイアロ

グボックスで、パフォー
マンス範囲を選択し、[編
集] を選択します。

• エクステントに保存する
バックアップファイルの
タイプを選択します。

5. ウィザードのキャパシティ階
層ステップで、スケールアウ
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タスク 説明 必要なスキル
トバックアップリポジトリに
接続する長期ストレージ階層
を設定します。 
• 「スケールアウトバック

アップリポジトリの容量
をオブジェクトストレー
ジで拡張」を選択します。
オブジェクトストレージリ
ポジトリには、前のエピッ
クで追加した容量階層の 
Amazon S3 ストレージを選
択します。

• [ウィンドウ] を選択して、
データを移動またはコピー
するタイムウィンドウを選
択します。

• [バックアップを作成した
らすぐにオブジェクトスト
レージにコピー] を選択する
と、すべてまたは最近作成
されたバックアップファイ
ルのみを容量範囲にコピー
できます。 

• 非アクティブなバックアッ
プチェーンをキャパシティ
エクステントまで転送する
には、[バックアップが運
用中のリストアウィンドウ
から期限切れになったら、
バックアップをオブジェク
トストレージに移動] を選択
します。「X 日以上経過し
たバックアップファイルを
移動する」フィールドに、
バックアップファイルをオ
フロードするまでの期間を
指定します。(非アクティ
ブなバックアップチェーン
を作成した日にオフロード
するには、0 日を指定しま
す。) スケールアウトバッ
クアップリポジトリが指定
したしきい値に達した場合
は、[オーバーライド] を選
択してバックアップファイ
ルをより早く移動すること
もできます。

• [オブジェクトストレージに
アップロードされたデータ
を暗号化] を選択し、パス
ワードを指定してすべての
データとそのメタデータを
オフロード用に暗号化しま
す。[パスワードの追加] ま
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タスク 説明 必要なスキル
たは [パスワードの管理] を
選択して、新しいパスワー
ドを指定します。

6. ウィザードのアーカイブ層ス
テップで、スケールアウト
バックアップリポジトリに接
続するアーカイブストレージ
層を設定します。(Amazon S3 
Glacier ストレージの追加をス
キップした場合、このステッ
プは表示されません)。 
• 「GFS フルバックアップ

をオブジェクトストレージ
にアーカイブ」を選択しま
す。オブジェクトストレー
ジリポジトリには、前のエ
ピックで追加した Amazon 
S3 Glacier ストレージを選
択します。

• N 日以上前のアーカイブ 
GFS バックアップの場合
は、ファイルをアーカイブ
範囲に移動する時間枠を選
択します。(非アクティブな
バックアップチェーンを作
成した日にアーカイブする
には、0 日を指定します。)

7. ウィザードの概要ステップ
で、スケールアウトバック
アップリポジトリの設定を
確認して、[完了] を選択しま
す。

関連リソース
• AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成 (IAM ドキュメント)
• バケットの作成 (Amazon S3 ドキュメント)
• Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック (Amazon S3 ドキュメント)
• S3 オブジェクトロックの使用 (Amazon S3 ドキュメント)
• Veeamのテクニカル・ドキュメンテーション
• S3 オブジェクトストレージに接続するためのセキュア IAM ポリシーを作成する方法 (Veeam ドキュメ

ント)

追加情報
以下のセクションでは、このパターンの Epic (p. 2694) セクションで IAM ユーザーを作成するときに使用
できるサンプル IAM ポリシーを紹介します。

キャパシティ階層の IAM ポリシー
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注:ポリシー例の S3 バケットの名前を<yourbucketname>、Veeam Capty Tier のバックアップに使用す
る S3 バケットの名前に変更してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutObjectLegalHold", 
                "s3:GetBucketVersioning", 
                "s3:GetObjectLegalHold", 
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration", 
                "s3:PutObject*", 
                "s3:GetObject*", 
                "s3:GetEncryptionConfiguration", 
                "s3:PutObjectRetention", 
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration", 
                "s3:DeleteObject*", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:GetBucketLocation" 

            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::/*", 
                "arn:aws:s3:::" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

アーカイブ階層の IAM ポリシー

注:ポリシー例の S3 バケットの名前を<yourbucketname>、Veeam Archive 階層のバックアップに使用
する S3 バケットの名前に変更してください。

既存の VPC、サブネット、およびセキュリティグループを使用するには:

  { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Sid": "VisualEditor0", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "s3:DeleteObject", 
          "s3:PutObject", 
          "s3:GetObject", 
          "s3:RestoreObject", 
          "s3:ListBucket", 
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          "s3:AbortMultipartUpload", 
          "s3:GetBucketVersioning", 
          "s3:ListAllMyBuckets", 
          "s3:GetBucketLocation", 
          "s3:GetBucketObjectLockConfiguration", 
          "s3:PutObjectRetention", 
          "s3:GetObjectVersion", 
          "s3:PutObjectLegalHold", 
          "s3:GetObjectRetention", 
          "s3:DeleteObjectVersion", 
          "s3:ListBucketVersions", 
          "ec2:DescribeInstances", 
          "ec2:CreateKeyPair", 
          "ec2:DescribeKeyPairs", 
          "ec2:RunInstances", 
          "ec2:DeleteKeyPair", 
          "ec2:DescribeVpcAttribute", 
          "ec2:CreateTags", 
          "ec2:DescribeSubnets", 
          "ec2:TerminateInstances", 
          "ec2:DescribeSecurityGroups", 
          "ec2:DescribeImages", 
          "ec2:DescribeVpcs" 
        ], 
        "Resource": "*" 
      } 
    ] 
  }

VPC、サブネット、およびセキュリティグループを新規作成するには:

  { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Sid": "VisualEditor0", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "s3:DeleteObject", 
          "s3:PutObject", 
          "s3:GetObject", 
          "s3:RestoreObject", 
          "s3:ListBucket", 
          "s3:AbortMultipartUpload", 
          "s3:GetBucketVersioning", 
          "s3:ListAllMyBuckets", 
          "s3:GetBucketLocation", 
          "s3:GetBucketObjectLockConfiguration", 
          "s3:PutObjectRetention", 
          "s3:GetObjectVersion", 
          "s3:PutObjectLegalHold", 
          "s3:GetObjectRetention", 
          "s3:DeleteObjectVersion", 
          "s3:ListBucketVersions", 
          "ec2:DescribeInstances", 
          "ec2:CreateKeyPair", 
          "ec2:DescribeKeyPairs", 
          "ec2:RunInstances", 
          "ec2:DeleteKeyPair", 
          "ec2:DescribeVpcAttribute", 
          "ec2:CreateTags", 
          "ec2:DescribeSubnets", 
          "ec2:TerminateInstances", 
          "ec2:DescribeSecurityGroups", 
          "ec2:DescribeImages", 
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          "ec2:DescribeVpcs", 
          "ec2:CreateVpc", 
          "ec2:CreateSubnet", 
          "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
          "ec2:CreateRoute", 
          "ec2:CreateInternetGateway", 
          "ec2:AttachInternetGateway", 
          "ec2:ModifyVpcAttribute", 
          "ec2:CreateSecurityGroup", 
          "ec2:DeleteSecurityGroup", 
          "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
          "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
          "ec2:DescribeRouteTables", 
          "ec2:DescribeInstanceTypes" 
        ], 
        "Resource": "*" 
      } 
    ] 
  }

Model9 Manager を使用してメインフレームデータ
を Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブす
る

サントッシュ・クマール・シン（AWS）、ミカエル・リベルマン（Model9 メインフレーム・ソフトウェ
ア）、ジルベルト・ビオンド（AWS）、マギー・リー（AWS）によって作成されました

環境:PoC またはパイロット ソース:メインフレーム ターゲット:Amazon S3

R タイプ:該当なし ワークロード:IBM テクノロジー:ストレージとバッ
クアップ、移行

AWS サービス:Amazon EC2、ア
マゾン EFS、Amazon S3、AWS 
Direct Connect

概要
このパターンでは、メインフレームデータを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に直接バッ
クアップおよびアーカイブし、Model9 Manager を使用してそのデータをメインフレームに復元する方法
を示します。メインフレームのモダナイゼーションの一環として、またはコンプライアンス要件を満たす
ために、バックアップおよびアーカイブソリューションをモダナイズする方法を探しているなら、このパ
ターンが目標達成に役立ちます。

通常、メインフレーム上でコアビジネスアプリケーションを実行している組織は、仮想テープライブラ
リ (VTL) を使用してファイルやログなどのデータストアをバックアップしますが、この方法では課金対
象の MIPS を消費するため、コストがかかる可能性があります。また、メインフレーム外のテープに保存
されているデータにはアクセスできません。このような問題を回避するには、Model9 Manager を使用し
て、運用中および過去のメインフレームデータを Amazon S3 に迅速かつコスト効率よく直接転送できま
す。Model9 Managerを使用すると、TCP/IP経由でデータをクラウドに直接バックアップおよびアーカイ
ブできると同時に、IBM z統合情報プロセッサ（ZiIP）エンジンを利用してコスト、並列処理、転送時間を
削減できます。
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前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• 有効なライセンスキーを持つ Model9 マネージャ
• メインフレームと AWS 間の TCP/IP 接続
• S3 バケットへの読み取り/書き込みアクセス権限を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) 

ユーザー
• データを読み書きするように定義された S3 バケットポリシー
• Model9プロセスを実行するためのメインフレームセキュリティ製品 (RACF) へのアクセスが可能
• 使用可能なネットワークポート、S3 バケットへのアクセスを許可するファイアウォールルール、および

専用の z/FS ファイルシステムを備えた Model9 z/OS エージェント (Java バージョン 8 64 ビット SR5 
FP16 以降)

• Model9 管理サーバーの要件を満たす

機能制限

• Model9 Manager は、運用データを PostgreSQL データベースに保存します。このデータベースは、管
理サーバーと同じ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の Docker コンテナと
して実行されます。Model9 Manager は、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) サービス
としてまだ実行されていません。Model9 製品の最新アップデートの詳細については、「新機能」を参照
してください。 Model9 のドキュメントを参照してください。

• このパターンは、z/OS メインフレームデータのみをバックアップおよびアーカイブするのに役立ちま
す。Model9 Manager は、メインフレームファイルのみをバックアップおよびアーカイブします。

• このパターンでは、データを JSON や CSV などの標準のオープンフォーマットに変換することはでき
ません。データを標準のオープンフォーマットに変換するには、Model9 Gravity などの追加の Model9 
変換サービスを使用する必要があります。クラウドネイティブなアプリケーションやデータ分析ツール
は、データがクラウドに書き込まれた後にデータにアクセスできます。

製品バージョン

• モデル9 マネージャー V2.x

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• z/OS を実行するメインフレーム
• データセットや z/OS UNIX システムサービス (USS) ファイルなどのメインフレームファイル
• ダイレクトアクセスストレージデバイス (DASD) などのメインフレームディスク
• メインフレームテープ (仮想または物理テープライブラリ)

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon S3
• 仮想プライベートクラウド (VPC) の Amazon EC2 インスタンス
• AWS Direct Connect
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
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ターゲットアーキテクチャ

次の図は、メインフレーム上の Model9 ソフトウェアエージェントが Amazon S3 にデータを保存するレガ
シーデータバックアップおよびアーカイブプロセスを駆動するリファレンスアーキテクチャを示していま
す。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. Model9 ソフトウェアエージェントはメインフレーム論理パーティション (LPAR) 上で動作します。ソ
フトウェアエージェントは、メインフレームデータを DASD またはテープから TCP/IP 経由で Amazon 
S3 に直接読み書きします。

2. Direct Connect は、オンプレミスネットワークと AWS の間に物理的で分離された接続を設定します。
セキュリティを強化するには、Direct Connect 上で site-to-site VPN を実行して、転送中のデータを暗号
化できます。

3. S3 バケットはメインフレームファイルをオブジェクトストレージデータとして保存し、Model9 エー
ジェントは S3 バケットと直接通信します。証明書は、Model9 エージェントと Amazon S3 間のすべて
の通信の HTTPS 暗号化に使用されます。Amazon S3 データ暗号化は、保管中のデータの暗号化と保護
に使用されます。

4. Model9 管理サーバーは、EC2 インスタンスの Docker コンテナとして実行されます。インスタンス
は、メインフレーム LPAR と S3 バケットで実行されているエージェントと通信します。

5. Amazon EFS はアクティブとパッシブ EC2 インスタンスの両方にマウントされ、ネットワークファイ
ルシステム (NFS) ストレージを共有します。これは、管理サーバーで作成されたポリシーに関連するメ
タデータがフェイルオーバー時に失われないようにするためです。アクティブサーバーによるフェール
オーバーが発生した場合、データを失うことなくパッシブサーバーにアクセスできます。パッシブサー
バーに障害が発生しても、データを失うことなくアクティブサーバーにアクセスできます。

Tools
AWS サービス

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティン
グキャパシティーを提供します。必要な分だけ仮想サーバーを起動できます。また、それらをすばやく
スケールアップまたはスケールダウンできます。

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドで共有ファイルシステムを作成して設定
するのに役立ちます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ほぼすべての量のデータを保存、保護、および取得
するのに役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリッ
トがあります。

• AWS Direct Connect は、お客様の内部ネットワークを Direct Connect ロケーションに、標準のイーサ
ネット光ファイバケーブルを介して接続するサービスです。この接続を使用すると、お客様のネット
ワークパスの中でインターネットサービスプロバイダーをバイパスして、パブリックの AWS サービス
への仮想インターフェイスを直接作成できます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、使用を許可されているかをコントロー
ルして、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

その他のツール

• Model9 管理サーバーは、Amazon EC2 の Amazon Linux Amazon マシンイメージ (AMI) の Docker コン
テナとして実行される GUI アプリケーションです。管理サーバーには、レポート、ポリシーの作成と管

2708

https://docs.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.model9.io/before-you-install/management-server


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

理、アーカイブの実行、バックアップ、リコール、リストアの実行など、Model9のアクティビティを管
理する機能があります。

• Model9 z/OS エージェントは、TCP/IP を使用してオブジェクトストレージに直接ファイルを読み書きす
るオンプレミスのメインフレーム LPAR 上で実行されます。スターティッドタスクはメインフレームの 
LPAR 上で実行され、Amazon S3 との間でバックアップおよびアーカイブデータの読み取り/書き込みを
行います。

• Model9 メインフレーム・コマンド・ライン・インターフェース (M9CLI) には、Model9 管理サーバーに
依存せずに、TSO/E から直接またはバッチ操作で Model9 アクションを実行するための一連のコマンド
が用意されています。

• Model9 サーバー API (M9SAPI) では、Job 制御言語 (JCL) を使用して、メインフレームから Model9 ポ
リシーを直接実行できます。

叙事詩
S3 バケットと IAM ポリシーを作成する

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットを作成します。 メインフレーム環境からバック
アップおよびアーカイブする
ファイルとボリュームを保存す
る S3 バケットを作成します。

一般的な AWS

IAM ポリシーを作成します。 すべての Model9 管理サーバーと 
Model9 エージェントは、前の手
順で作成した S3 バケットにアク
セスする必要があります。

必要なアクセス権を付与するに
は、次の IAM ポリシーを作成し
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "Listfolder", 
            "Action": [ 
                
 "s3:ListBucket", 
                
 "s3:GetBucketLocation", 
                
 "s3:ListBucketVersions" 
            ], 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<Bucket 
 Name>", 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": 
 "Objectaccess", 

一般的な AWS
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タスク 説明 必要なスキル
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "s3:PutObject", 
                
 "s3:GetObjectAcl", 
                
 "s3:GetObject", 
                
 "s3:DeleteObjectVersion", 
                
 "s3:DeleteObject", 
                
 "s3:PutObjectAcl", 
                
 "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<Bucket 
 Name>/*", 
            ] 
        } 
    ]
}

Model9 ソフトウェアライセンスを取得し、ソフトウェアをダウンロードする

タスク 説明 必要なスキル

Model9 ソフトウェアライセンス
を取得してください。

Model9 ソフトウェアライセン
スキーを取得するには、Model9 
チームにお問い合わせくださ
い。z/OSD M=CPU コマンドの出
力は、ライセンスを生成するた
めに必要です。

ビルドリード

Model9 ソフトウェアをダウン
ロードします。

1. Model9 サービスポータルを開
きます。

2. [ポータルログイン] を選択し
ます。

3. 認証情報を入力しま
す。注:Model9 チームは、共
有した電子メール ID を使用し
てサポートアカウントを作成
します。

4. 「Model9 をダウンロード」を
選択します。

5. [v2.y をダウンロード] を選択
します。

6. 次のファイルをダウンロー
ドし、xy、を入手可能な最
新バージョンに置き換えま
す。build-id

メインフレームインフラストラ
クチャAdmin
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タスク 説明 必要なスキル
• model9-
v2.x.y_build_build-
id-agent.tar(これは z/
OS エージェントのインス
トールファイルです。)

• model9-
v2.x.y_build_build-
id--server.zip(これは管
理サーバーのインストール
ファイルです。)

• VerificationScripts.zip(こ
れらはエージェントと管理
サーバーの検証スクリプト
です。)

メインフレームに Model9 ソフトウェアエージェントをインストール

タスク 説明 必要なスキル

Model9 ソフトウェアエージェン
トをインストールします。

1. インストールプロセスを開始
する前に、Model9 エージェ
ントのソフトウェアとハー
ドウェアの最小要件を満た
していることを確認してくだ
さい。要件のリストについて
は、Model9 ドキュメンテー
ションの z/OS Agent を参照し
てください。

2. Model9 エージェントをインス
トールするには、Model9 のマ
ニュアルの「Model9 エージェ
ントのインストール」の指示
に従います。

3. エージェントがメインフ
レーム LPAR 上で実行を
開始したら、ZM91000I 
MODEL9 BACKUP AGENT 
INITIALIZEDスプー
ル内のメッセージを確
認します。エージェン
トの STDOUTObject 
store connectivity 
has been established 
successfully でメッセージ
を探すことで、エージェント
と S3 バケット間の接続が正
常に確立されていることを確
認することもできます。

メインフレームインフラストラ
クチャAdmin
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EC2 インスタンスに Model9 管理サーバーをセットアップする

タスク 説明 必要なスキル

Amazon EC2 Linux インスタンス
の作成。

Amazon EC2 ドキュメントの
「ステップ 1: インスタンスを起
動する」の指示に従って、2 つの 
Amazon EC2 Linux インスタン
スを異なるアベイラビリティー
ゾーンで起動します。

インスタンスは、次の推奨ハー
ドウェアおよびソフトウェア要
件を満たしている必要がありま
す。

• CPU — 最低 4 コア
• RAM — 最小 8 GB
• ドライブ — 40 GB
• 推奨される EC2 インスタンス 

— C5.xlarge
• OS — リナックス
• ソフトウェア — ドッカー、解

凍、VI/VIM
• 最小 1 GB のネットワーク帯域

幅

詳細については、Model9 ドキュ
メントの「管理サーバー」を参
照してください。

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者

Amazon EFS ファイルシステム
を作成します。

Amazon EFS ドキュメントの
「ステップ 1: Amazon EFS ファ
イルシステムを作成する」の指
示に従って Amazon EFS ファイ
ルシステムを作成します。

ファイルシステムを作成する場
合、次の手順を行います。

• 標準ストレージクラスを選択
します。

• EC2 インスタンスの起動に使
用したのと同じ VPC を選択し
ます。

クラウド管理者、クラウドアー
キテクト

Docker をインストールし、管理
サーバーを設定します。

EC2 インスタンスConnect する

Amazon EC2 ドキュメント
の「Linux インスタンスへの
Connect」の指示に従って、EC2 
インスタンスに接続します。

EC2 インスタンスを設定する

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
EC2 インスタンスごとに、次の
手順を行います。

1. Docker をインストールする
には、sudo yum install 
dockerコマンドを実行しま
す。

2. Docker を起動するに
は、sudo service docker 
startコマンドを実行しま
す。

3. Docker のステータスを検証
するには、sudo service 
docker statusコマンドを
実行します。

4. /etc/
selinuxconfigSELINUX=permissiveフォ
ルダ内のファイルをに変更し
ます。

5. model9-
v2.x.y_build_builld-
id-
server.zipVerificationScripts.zipお
よびファイル (以前にダウン
ロードした) を、EC2 インス
タンスのいずれかの一時フォ
ルダ (たとえば、/var/tmpイ
ンスタンスのフォルダ) にアッ
プロードします。

6. tmpフォルダーに移動するに
は、cd/var/tmpコマンドを
実行します。

7. 検証スクリプトを解
凍するには、unzip 
VerificationScripts.zipコ
マンドを実行します。

8. ディレクトリを変更
するには、cd /var/
tmp/sysutils/
PrereqsScriptsコマンドを
実行します。

9. 検証スクリプトを
実行するには、./
M9VerifyPrereqs.shコマ
ンドを実行します。

10.確認スクリプトで入力を求め
られたら、S3 URL とポート
番号を入力します。次に、z/
OS の IP/DNS とポート番号を
入力します。注:スクリプトは
チェックを実行して、EC2 イ
ンスタンスがメインフレーム
で実行されている S3 バケッ
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タスク 説明 必要なスキル
トとエージェントに接続でき
ることを確認します。接続が
あると、成功メッセージが表
示されます。
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タスク 説明 必要なスキル

管理サーバーソフトウェアをイ
ンストールします。

1. アクティブサーバーにする予
定の EC2 インスタンスのルー
トディレクトリ (たとえば/
data/model9) にフォルダと
サブフォルダを作成します。

2. amazon-efs-utilsパッケー
ジをインストールし、以前に
作成した Amazon EFS ファイ
ルシステムをマウントするに
は、次のコマンドを実行しま
す。

sudo yum install -y 
 amazon-efs-utils
sudo mount -t efs -o tls 
 <File System ID>:/ /data/
model9

3. EC2 インスタンスのファ
イルを Amazon EFS/etc/
fstab ファイルシステム
のエントリで更新するには 
(Amazon EC2 が再起動した
ときに Amazon EFS が自動
的に再マウントされるよう
に)、<EFS File System 
id>:/ /data/model9 efs 
defaults,_netdev 0 0コ
マンドを実行します。

4. Model9 インストールファイ
ルへのパスとターゲットのイ
ンストール場所を定義するに
は、次のコマンドを実行して
変数をエクスポートします。

export MODEL9_HOME=/data/
model9
export M9INSTALL=/var/tmp

注:これらの 
EXPORT.bashrc コマンドを
スクリプトに追加することを
お勧めします。

5. ディレクトリを変更するに
は、cd $MODEL9_HOMEコマ
ンドを実行し、コマンドを実
行して別のサブディレクトリ
を作成します。mkdir diag

6. インストールファイルを
解凍するには、unzip 
$M9INSTALL/model9-
<v2.x.y>_build_<build-
id>-server.zipコマンドを
実行します。注:x.y(バージョ

クラウドアーキテクト、クラウ
ド管理者
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タスク 説明 必要なスキル
ン)build-id とをご自分の値
に置き換えてください。

7. アプリケーションをデプロイ
するには、以下のコマンドを
実行します。

docker load -i 
 $MODEL9_HOME/model9-
<v2.x.y>_build_<build-
id>.docker
docker load -i 
 $MODEL9_HOME/
postgres-12.10-
x86.docker.gz

注:v2.x.y(バージョ
ン)build-id とをご自分の値
に置き換えてください。

8. $MODEL9_HOME/
confmodel9-
local.ymlフォルダ内の
ファイルを更新します。注:
一部のパラメータにはデフォ
ルト値があり、その他は必
要に応じて更新できます。
詳細については、model9-
local.ymlファイル内の手順
を参照してください。

9. $MODEL9_HOME/
confdirectory という名前の
ファイルを作成し、次のパラ
メータをファイルに追加しま
す。

TZ=America/New_York
EXTRA_JVM_ARGS=-Xmx2048m

10.Docker ネットワークブリッ
ジを作成するには、docker 
network create -d 
bridge model9networkコ
マンドを実行します。

11.Model9 PostgreSQL データ
ベースコンテナを起動するに
は、次のコマンドを実行しま
す。

docker run -p 
 127.0.0.1:5432:5432 \
-v $MODEL9_HOME/db/data:/
var/lib/postgresql/data:z 
 \
--name model9db --restart 
 unless-stopped \
--network model9network \
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タスク 説明 必要なスキル
-e 
 POSTGRES_PASSWORD=model9 
 -e POSTGRES_DB=model9 -d 
 postgres:12.10

12.PostgreSQL コンテナの実行開
始後、次のコマンドを実行し
てアプリケーションサーバー
を起動します。

docker run -d -p 
 0.0.0.0:443:443 -p 
 0.0.0.0:80:80 \
--sysctl 
 net.ipv4.tcp_keepalive_time=600 
 \
--sysctl 
 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=30 
 \
--sysctl 
 net.ipv4.tcp_keepalive_probes=10 
 \
-v $MODEL9_HOME:/model9:z 
 -h $(hostname) --restart 
 unless-stopped \
--env-file $MODEL9_HOME/
conf/model9.env \
--network model9network \
--name model9-v2.x.y 
 model9:<v2.x.y>.<build-
id>

注:v2.x.y(バージョ
ン)build-id とをご自分の値
に置き換えてください。

13.両方のコンテナのヘルスス
テータスをチェックするに
は、docker ps -aコマンド
を実行します。

14.パッシブ EC2 インスタンスに
管理サーバーをインストール
するには、上記のステップ 1 
～ 4、7、および 10-13 のみを
実行してください。

注:問題をトラブルシューティン
グするには、/data/model9/
logs/フォルダーに保存されて
いるログにアクセスしてくださ
い。詳細については、Model9 マ
ニュアルの「Model9 管理サー
バーのインストール」を参照し
てください。
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エージェントを追加し、Model9 管理サーバーでバックアップポリシーまたは
アーカイブポリシーを定義します

タスク 説明 必要なスキル

新しいエージェントを追加しま
す。

環境がエージェントに対応でき
る状態であることを確認します

新しいエージェントを追加する
前に、次の点を確認してくださ
い。

• Model9エージェントがメ
インフレームLPAR上で実
行されており、完全に初期
化されました。ZM91000I 
MODEL9 BACKUP AGENT 
INITIALIZEDスプール内の
初期化メッセージを探すこと
でエージェントを識別できま
す。

• Model9 管理サーバーの 
Docker コンテナが完全に初期
化され、実行中です。

エージェントを追加

バックアップポリシーとアーカ
イブポリシーを定義する前に、
管理サーバーにエージェントを
作成する必要があります。エー
ジェントを作成するには、次の
手順に従います。

1. ウェブブラウザを使用して 
EC2 マシンにデプロイされ
ている管理サーバーにアクセ
スし、メインフレームの認証
情報を使用してログインしま
す。

2. [エージェント] タブを選択
し、[新しいエージェントの追
加] を選択します。

3. [名前] に、エージェント名を
入力します。

4. [ホスト名/IP アドレス] には、
メインフレームのホスト名/IP 
アドレスを入力します。

5. [ポート] に、ポート番号を入
力します。

6. [テスト接続] を選択します。
接続が正常に確立される
と、成功メッセージが表示さ
れます。

メインフレームストレージ管理
者/開発者
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タスク 説明 必要なスキル
7. [CREATE] (作成) を選択しま

す。

エージェントが作成されると、
テーブルに表示される新しい
ウィンドウに、オブジェクトス
トレージとメインフレームエー
ジェントとの接続状態が表示さ
れます。

バックアップまたはアーカイブ
ポリシーを作成します。

1. 「ポリシー」を選択します。
2. [ポリシーの作成] を選択しま

す。
3. 「新しいポリシーの作成」

ページで、ポリシーの仕様を
入力します。注:使用可能な仕
様の詳細については、Model9 
ドキュメントの「新しいポリ
シーの作成」を参照してくだ
さい。

4. [Finish] (終了) を選択します。

これで、新しいポリシーが表と
して一覧表示されます。この表
を表示するには、「ポリシー」
タブを選択してください。

メインフレームストレージ管理
者/開発者

管理サーバーからバックアップポリシーまたはアーカイブポリシーを実行する

タスク 説明 必要なスキル

バックアップまたはアーカイブ
ポリシーを実行します。

管理サーバーから以前に作成し
たデータバックアップまたは
アーカイブポリシーは、手動ま
たは自動で (スケジュールに基
づいて) 実行できます。以下のス
テップで、ポリシーを手動で実
行する方法を示します。

1. ナビゲーションペインから [ポ
リシー] タブを選択します。

2. 実行するポリシーの表の右側
で、3 つのドットのメニュー
を選択します。

3. 「今すぐ実行」を選択しま
す。

4. ポップアップ確認ウィンドウ
で、「はい、今すぐポリシー
を実行」を選択します。

5. ポリシーが実行されたら、ポ
リシーアクティビティセク

メインフレームストレージ管理
者/開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ションで実行ステータスを確
認します。

6. 実行したポリシーについて、3 
つのドットのメニューを選択
し、[View Run Log] を選択し
てログを表示します。

7. バックアップが作成されたこ
とを確認するには、S3 バケッ
トを確認します。

バックアップまたはアーカイブ
ポリシーを復元します。

1. ナビゲーションペインから [ポ
リシー] タブを選択します。

2. 復元プロセスを実行するポリ
シーを選択します。これで、
その特定のポリシーに対し
て過去に実行されたすべての
バックアップまたはアーカイ
ブアクティビティのリストを
表示できます。

3. 復元するバックアップを選択
するには、Date-Time 列を選
択します。file/Volume/
Storageグループ名には、ポ
リシーの実行詳細が表示され
ます。

4. 表の右側で、3 つのドッ
トのメニューを選択し、
[RESTORE] を選択します。

5. ポップアップウィンドウで、
ターゲット名、ボリューム、
ストレージグループを入力
し、[RESTORE] を選択しま
す。

6. メインフレームの認証情報を
入力し、再度 [RESTORE] を
選択します。

7. 復元が成功したことを確認す
るには、ログまたはメインフ
レームを確認してください。

メインフレームストレージ管理
者/開発者

メインフレームからバックアップポリシーまたはアーカイブポリシーを実行

タスク 説明 必要なスキル

M9CLI を使用してバックアップ
ポリシーまたはアーカイブポリ
シーを実行します。

M9CLIを使用すると、Model9管
理サーバーでルールを設定しな
くても、TSO/E、REXX、または
JCLからバックアップおよび復元
プロセスを実行できます。

TSO/E を使用する

メインフレームストレージ管理
者/開発者
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
TSO/E を使用する場合
は、M9CLI REXX が TSO に連
結されていることを確認して
ください。TSO/E を使用して
データセットをバックアップす
るには、TSO M9CLI BACKDSN 
<DSNAME>サンプルコマンドを使
用します。

注:M9CLI コマンドの詳細につい
ては、Model9 ドキュメントの
「CLI の概要」を参照してくださ
い。

JCL を使用する

JCL を使用してバックアップと
アーカイブのポリシーを実行す
るには、M9CLIコマンドを実行
します。

バッチオペレーションの使用

次の例は、M9CLIコマンドを
バッチで実行してデータセット
をアーカイブする方法を示して
います。

//JOBNAME JOB …
//M9CLI EXEC PGM=IKJEFT01
//STEPLIB DD 
 DISP=SHR,DSN=<MODEL9 
 LOADLIB>
//SYSEXEC DD 
 DISP=SHR,DSN=<MODEL9 EXEC 
 LIB>
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSTSIN DD TSO M9CLI 
 ARCHIVE  
 M9CLI ARCHIVE <DSNNAME OR 
 DSN PATTERN>    
/
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

バックアップまたはアーカイブ
ポリシーを JCL バッチで実行し
ます。

モデル9には、M9SAPIJというサ
ンプルJCLルーチンが用意されて
います。 M9SAPIJをカスタマイ
ズして、JCLを使用して管理サー
バー上に作成された特定のポリ
シーを実行することができま
す。このジョブは、バックアッ
プおよび復元プロセスを自動的
に実行するバッチスケジューラ
の一部にすることもできます。

バッチジョブには次の必須値が
必要です。

• 管理サーバの IP アドレス/ホス
ト名

• ポート番号
• ポリシー ID またはポリシー名 

(管理サーバーで作成される)

注:サンプルジョブの指示に従っ
て他の値を変更することもでき
ます。

メインフレームストレージ管理
者/開発者

関連リソース
• AWS によるメインフレームのモダナイゼーション
• Model9 と AWS によるメインフレーム向けクラウドBackup のコスト削減方法
• Model9 を使用して AWS でメインフレームデータ分析を有効にする方法
• AWS Direct Connect Connect Reency (
• ベスト・プラクティス (Model9 ドキュメンテーション)

AWS での VMware NetBackup クラウド向けにベリ
タスを設定

シュバム・サラニによって作成されました

環境: 本番稼働用 テクノロジー: ストレージとバッ
クアップ、クラウドネイティブ

ワークロード: その他のすべての
ワークロード

AWS サービス: Amazon S3; 
AWS Transit Gateway; Amazon 
VPC; Amazon EBS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

概要
多くの企業が、オンプレミスの VMware vSphere NetBackup ベースのワークロードのバックアップおよ
びリカバリソリューションとしてベリタスを使用しています。いったん企業がVMware Cloud on Amazon 
Web Services（AWS）インフラストラクチャ内のソフトウェアデファインドデータセンター（SDDC）
にワークロードを移行すると、 lift-and-shift 統合するための明確な手順はありません NetBackup。このパ
ターンは、AWS NetBackup アカウントにVeritasをセットアップし、VMware SDDCのワークロードをバッ
クアップするように設定する方法を示しています。

このパターンには、ワークロードの移行手順は含まれていません。詳細については、「VMware HCX を
使用して VMware SDDC を VMware Cloud on AWS に移行する」を参照してください。VMware Cloud on 
AWS にワークロードを設定するときは、ストレッチクラスタを使用してください (VMware のドキュメン
ト)。この構成では、クラスターは 1 つのリージョン内の 2 つの AWS アベイラビリティーゾーンにまた
がっています。これにより、アベイラビリティーゾーンのいずれかが利用できなくなった場合でも、高い
可用性と耐障害性が得られます。Elastic DRS と vSAN 監視ホスト（VMware ドキュメント）は、データ
をフォールトドメインと呼ばれる 3 番目のアベイラビリティーゾーンにシームレスにコピーします。この
パリティソリューションを使用すると、障害発生時にデータを復元しやすくなります。この方法では 3 つ
のアベイラビリティーゾーンが必要なため、VMware Cloud 環境の AWS リージョンを選択するときは、3 
つ以上のアベイラビリティーゾーンがあることを確認してください。詳細については、「リージョンとア
ベイラビリティーゾーン」を参照してください。

このパターンでは、各 SDDC にはプロキシサーバーであるバックアップホストがあります。Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを使用して、 NetBackup マスターサーバーとメディ
アサーバーを SDDC ごとに 1 つずつ、個別の仮想プライベートクラウド (VPC) に設定します。エラス
ティックネットワークインターフェイスは高帯域幅で低レイテンシーを実現するため、 NetBackup それ
らを使用してバックアップホストと対応するマスターサーバーおよびメディアサーバー間の接続を設定し
ます。EC2 インスタンスは、バックアップの最初のポイントである Amazon Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームに転送します。AWS DataSync を使用して SDDC の EBS ボリュームを同期させること
ができます。

AWS Transit Gateway およびインターフェイス VPC エンドポイントを使用して EBS ボリュームを 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などの別のストレージサービスに接続できます。保持ポリ
シーに応じて、S3 インテリジェント階層化 S3 Glacier ストレージクラスを使用してストレージコストを
最適化できます。詳細については、Amazon S3 ストレージクラス (Amazon S3 ドキュメント) を参照して
ください。

前提条件と制限
前提条件

• VMware Cloud on AWS 環境では、2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがるストレッチクラスターを
使用しています。

• バックアップホストは、VMware 仮想マシンディスクファイル (VMDK) ファイルがデプロイされている
データストアにアクセスできる VMware Cloud on AWS SDDC 上に存在する必要があります。

• HotAdd 仮想マシン (VM) をバックアップおよびリストアするには、 NetBackup クライアント上でトラ
ンスポートモードを有効にする必要があります。また、ユーザー指定のファイルおよびフォルダからの
リストアを許可する必要があります。

機能制限

• NetBackup マスターサーバは、SDDC 内の vCenter バックアップホストのプライベート IP アドレスへ
の DNS 解決を使用する必要があります。

• NetBackup マスターサーバーとバックアップホストのホストファイルには、次の内容が含まれている必
要があります。
• マスターサーバーのプライベート IP アドレスとプライベート DNS 名
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アーキテクチャ

• バックアップホストのプライベート IP アドレスとプライベート DNS 名
• S3 バケットへのインターフェイス VPC エンドポイントを設定する場合、クラスレスドメイン間ルー

ティング (CIDR) ブロックソースからの HTTPS を許可するように SDDC Compute Gateway ファイア
ウォールを設定する必要があります。詳細については、「S3 エンドポイントを使用して S3 バケットに
アクセスする (VMware ドキュメント)」を参照してください。

• VMware Cloud on AWS は、次の機能をサポートしていません NetBackup。
• VM テンプレートのバックアップまたは復元
• NetBackup vSphere クライアント (HTML5 プラグイン) を使用する
• バックアップまたはリストアのための VM のロックとロック解除
• vSAN データストアにバックアップを保存できない
• ネットワークブロックデバイス (NBD)、NBDSSL、および SAN トランスポートモード

製品バージョン

• VMware Cloud on AWS SDDC バージョン 1.0 以降
• NetBackup ベリタスバージョン 8.1.2 以降
• Linux バージョン 6.8 以降
• VMware vSphere バージョン 6.0 以降

アーキテクチャ
次の図は、AWS NetBackup 上の VMware Cloud の設定を示しています。 NetBackup マスターサーバー
とメディアサーバーは別の VPC にデプロイされ、エラスティックネットワークインターフェイスによっ
て SDDC 内のバックアップホストに接続されます。 NetBackup マスターサーバーとメディアサーバーは 
Amazon EBS ボリュームにバックアップを保存します。オプションで、AWS Transit Gateway と AWS 
PrivateLink インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、Amazon S3 バケットに追加のストレージ
を設定できます。

Tools
AWS のサービスとツール

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス
タンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。

• AWS PrivateLink では、仮想プライベートクラウド (VPC) から VPC 外部のサービスへの単方向のプラ
イベート接続を構築できます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) はクラウドベースのオブジェクトストレージサービス
で、任意の量のデータの保存、保護、取得に役立ちます。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリッ
トがあります。

その他のサービス

• VMware Cloud on AWS は、Amazon Web Services (AWS) と VMware が共同開発した統合クラウドサー
ビスです。

• NetBackup for VMware は、VMware ESXi ホスト上で実行される VMware 仮想マシンをバックアップお
よびリストアします。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

叙事詩
NetBackup サーバーを設定

タスク 説明 必要なスキル

ファイアウォールルールを更新
します。

ファイアウォールルールを更新
して、VMware Cloud on AWS 
SDDC NetBackup とマスター
サーバーおよびメディアサー
バー間の接続を確立します。次
のコマンドを実行します

1. https://vmc.vmware.com/ で 
VMware Cloud on AWS ログ
インします

2. [ネットワークとセキュリティ] 
タブで、[ゲートウェイファイ
アウォール] を選択します。

3. 「ゲートウェイファイア
ウォール」ページで、「コン
ピュートゲートウェイ」を選
択します。

4. [ルールを追加] を選択し、必
要なファイアウォールポー
ト設定を含む新しいルール
を作成します。詳細につい
ては、NetBackup ファイア
ウォールポート要件 (Veritas 
ドキュメント) を参照してくだ
さい。

ネットワーク管理者、クラウド
管理者

NetBackup マスターサーバー
とメディアサーバーを起動しま
す。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
EC2 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ 
ec2/) を開きます

2. EC2 インスタンス (Amazon 
EC2 ドキュメント) を起動
し、以下の設定の詳細を使用
します。
a. NetBackup マスターサー

バーおよびメディアサー
バーでは、NBU-Linux-
GA-8-1-2-Setup-
f032d23e-881b-4dee-
ba70-b9ca3e915910-
ami-072509a7ffc156938.4
Amazon マシンイメージ 
(AMI) を選択します。こ
の事前設定済みの AMI 
は、AWS Marketplace から
入手できます。

b. インスタンスタイプを選
択します。 NetBackup

クラウド管理者、Backup 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
m5.2xlargeマスターサー
バーとメディアサーバーに
推奨します。

のバックアップホストを設定し
ます NetBackup。

1. https://vmc.vmware.com/ で 
VMware Cloud on AWS ログ
インします

2. SDDC を選択します。 
3. 「VCENTER を開く」タ

ブを選択します。これによ
り、SDDC vCenter が開きま
す。

4. バックアップホストの完全修
飾ドメイン名 (FQDN) を書き
留めておきます。

5. NetBackup 管理コンソールに
ログインします。詳細につい
ては、「 NetBackup 管理コン
ソールへのログイン (Veritas 
ドキュメント)」を参照してく
ださい。

6. マスターサーバーとメディア
サーバーを選択し、VMware 
Access ホストを選択します。

7. バックアップホストの FQDN 
を追加します。

8. [Apply] (適用)、[OK] の順に選
択します。

クラウド管理者、Backup 管理者

(オプション) Amazon S3 ストレージの設定

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 でストレージを設定
します。

1. Amazon S3 クラウドストレー
ジオプション (Veritas ドキュ
メント) を確認し、要件に合っ
た適切なストレージクラスを
選択してください。

2. NetBackup(ベリタスドキュメ
ント) の「クラウドストレージ
の設定」の指示に従って、ク
ラウドストレージに Amazon 
S3 NetBackup を使用するよう
に設定します。

クラウド管理者、一般 AWS

関連リソース
AWS ドキュメント

• インターフェイス VPC エンドポイントの作成 (AWS PrivateLink ドキュメント)
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AWS 規範的ガイダンス パターン
Amazon S3 DistCp PrivateLink 用と AWS を使

用して Hadoop データを Amazon S3 に移行する

ベリタスドキュメント

• NetBackup ファイアウォールポート要件

ヴイエムウェアのドキュメント

• コンテンツライブラリの OVF テンプレートから VM をデプロイする
• AWS NetBackup 向け VMware クラウド向けベリタス
• VMware Cloud on AWS データ転送料金: 仕組み  (ヴイエムウェアのブログ記事)
• VMware Cloud on AWS: ストレッチクラスタ

Amazon S3 PrivateLink 用の AWS を使用し
て DistCp 、オンプレミスの Hadoop 環境から 
Amazon S3 にデータを移行する

ジェイソン・オーウェンズ（AWS）、アンドレス・カンター（AWS）、ジェフ・クロプフェンシュタイン
（AWS）、ブルーノ・ロシャ・オリベイラ、サミュエル・シュミット（AWS）によって作成されました

環境:プロダクション ソース:ハドゥープ ターゲット:任意

R タイプ:リプラットフォーム ワークロード:オープンソース テクノロジー:ストレージとバッ
クアップ、分析

AWS サービス:Amazon S3、ア
マゾン EMR

概要
このパターンは、Apache DistCpオープンソースツールを AWS PrivateLink for Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) で使用して、オンプレミスの Apache Hadoop 環境からAmazon Web Services 
(AWS) クラウドにほぼ任意の量のデータを移行する方法を示しています。パブリックインターネットやプ
ロキシソリューションを使用してデータを移行する代わりに、AWS PrivateLink for Amazon S3 を使用し
て、オンプレミスのデータセンターと Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC) 間のプライベー
トネットワーク接続を介して Amazon S3 にデータを移行できます。Amazon Route 53 で DNS エントリ
を使用するか、オンプレミス Hadoop クラスターのすべてのノードの /etc/hosts ファイルにエントリを追
加すると、自動的に正しいインターフェイスエンドポイントにリダイレクトされます。

このガイドでは、データを AWS DistCp クラウドに移行するための使用方法を説明します。 DistCp は最
も一般的に使用されるツールですが、他の移行ツールも使用できます。たとえば、AWS Snowball や AWS 
Snowmobile などのオフラインの AWS ツールや、AWS Storage Gateway や AWS などのオンライン AWS
ツールを使用できます DataSync。さらに、Apache のような他のオープンソースツールも使用できます 
NiFi。

前提条件と制限
前提条件

• オンプレミスデータセンターと AWS Cloud の間にプライベートネットワーク接続のあるアクティブな 
AWS アカウント
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https://www.veritas.com/support/en_US/article.100002391
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vsphere.vmc-aws-manage-data-center-vms.doc/GUID-53E44FAB-55B7-4DF3-B049-BE380F4160DA.html
https://kb.vmware.com/s/article/57737
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http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2021/11/aws-datasync-hadoop-aws-storage-services/
https://nifi.apache.org/


AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• Hadoop、オンプレミスでインストールされている DistCp
• Hadoop Distributed File System (HDFS) のマイグレーションデータにアクセスできる Hadoop ユーザー
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定
• オブジェクトを S3 バケットに入れる権限

機能制限

Virtual Private Cloud (VPC) の制限は、AWS PrivateLink for Amazon S3 に適用されます。詳細について
は、「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限」および「AWS PrivateLink クォータ」(AWS 
PrivateLink ドキュメント) を参照してください。

AWS PrivateLink for Amazon S3 では、以下をサポートしていません。

• 連邦情報処理規格 (FIPS) エンドポイント
• Web サイトのエンドポイント
• レガシーグローバルエンドポイント

アーキテクチャ
ソース・テクノロジー・スタック

• DistCp インストールされている Hadoop クラスタ

ターゲットテクノロジースタック

• Amazon S3
• Amazon VPC

ターゲットアーキテクチャ

この図は、Hadoop 管理者が AWS Direct Connect などのプライベートネットワーク接続を介してオンプレ
ミス環境から Amazon S3 インターフェイスエンドポイント経由で Amazon S3 にデータをコピーする方法
を示しています。 DistCp

Tools
AWS サービス

• AWS Identity and Access Management (IAM) では、誰が認証され、使用を許可されるかをコントロール
して、AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得するのに役立
つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リ
ソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来の
ネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリッ
トがあります。

その他のツール
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https://hadoop.apache.org/releases.html
https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/distcp.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_examples_s3_rw-bucket-console.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html#vpce-interface-limitations
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-limits-endpoints.html
http://aws.amazon.com/compliance/fips/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteEndpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/VirtualHosting.html#deprecated-global-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• Apache Hadoop DistCp (分散コピー) は、大規模なクラスター間およびクラスター内のコピーに使用さ
れるツールです。 DistCp 配布、エラー処理と回復、およびレポートに Apache MapReduce を使用して
います。

叙事詩
データを AWS クラウドに移行

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 PrivateLink 向けの 
AWS のエンドポイントを作成し
ます。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、Amazon 
VPC コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [エン
ドポイント] を選択し、[エン
ドポイントの作成] を選択しま
す。

3. [Service category] で、[AWS 
services] を選択します。

4. 検索ボックスに「s3」と入力
し、Enter キーを押します。

5. 検索結果で、com.amazonaws 
を選択します。 <your-aws-
region >.s3 サービス名。[タイ
プ] 列の値は [インターフェイ
ス] です。

6. [VPC] で、ユーザーの VPC 
を選択します。[サブネット] 
では、サブネットを選択しま
す。

7. [Security group] (セキュリティ
グループ) で、TCP 443 を許
可するセキュリティグループ
を選択または作成します。

8. 要件に基づいてタグを追加
し、[エンドポイントの作成] 
を選択します。

AWS 管理者

エンドポイントを確認し、DNS 
エントリを探します。

1. Amazon VPC コンソールを開
き、[エンドポイント] を選択
し、以前に作成したエンドポ
イントを選択します。

2. 「詳細」タブで、DNS 名の最
初の DNS エントリを検索しま
す。これはリージョナル DNS 
エントリです。この DNS 名
を使用すると、アベイラビリ
ティーゾーン固有の DNS エン
トリが交互にリクエストされ
ます。

3. 「サブネット」タブを選択
します。エンドポイントの
elastic network interface のア

AWS 管理者
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https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-distcp/DistCp.html
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/


AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
ドレスは、各アベイラビリ
ティーゾーンで確認できま
す。

ファイアウォールのルールと
ルーティング設定を確認してく
ださい。

ファイアウォールルールが開い
ていて、ネットワーク構成が正
しく設定されていることを確認
するには、Telnet を使用して
ポート 443 でエンドポイントを
テストします。例:

$ telnet vpce-<your-
VPC-endpoint-ID>.s3.us-
east-2.vpce.amazonaws.com 
 443

Trying 10.104.88.6...

Connected to vpce-<your-
VPC-endpoint-ID>.s3.us-
east-2.vpce.amazonaws.com.

...

$ telnet vpce-<your-
VPC-endpoint-ID>.s3.us-
east-2.vpce.amazonaws.com 
 443

Trying 10.104.71.141...

Connected to vpce-<your-
VPC-endpoint-ID>.s3.us-
east-2.vpce.amazonaws.com.

注:Regional エントリを使用
すると、テストが成功する
と、Amazon VPC コンソールで
選択したエンドポイントの [サブ
ネット] タブに表示される 2 つの 
IP アドレスが DNS で交互に使用
されていることがわかります。

ネットワーク管理者、AWS 管理
者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

名前解決を設定します。 Hadoop が Amazon S3 インター
フェイスエンドポイントにアク
セスできるように名前解決を設
定する必要があります。エンド
ポイント名自体は使用できませ
ん。代わりに、<your-bucket-
name>.s3.<your-aws-
region>.amazonaws.comま
たはを解決する必要があ
ります*.s3.<your-aws-
region>.amazonaws.com。こ
の命名制限の詳細については、
「Hadoop S3A クライアントの紹
介」(Hadoop の Web サイト) を
参照してください。

次のいずれかの構成オプション
を選択します。

• オンプレミス DNS を使用し
て、エンドポイントのプラ
イベート IP アドレスを解決
します。すべてのバケットま
たは選択したバケットの動作
をオーバーライドできます。
詳細については、「AWS を
使用した Amazon S3 への安
全なハイブリッドアクセス 
(AWS ブログ記事)」の「オ
プション 2: ドメインネーム
システム応答ポリシーゾーン 
PrivateLink (DNS RPZ) を使用
して Amazon S3 にアクセスす
る」を参照してください。

• VPC のリゾルバーインバウ
ンドエンドポイントにトラ
フィックを条件付きで転送す
るようにオンプレミス DNS 
を設定します。トラフィッ
クは Route 53 に転送されま
す。詳細については、「AWS 
を使用した Amazon S3 へ
の安全なハイブリッドアク
セス PrivateLink (AWS ブロ
グ記事)」の「オプション 3: 
Amazon Route 53 Resolver 
インバウンドエンドポイント
を使用してオンプレミスから
DNS リクエストを転送する」
を参照してください。

• Hadoop クラスター内のすべて
のノードの /etc/hosts ファイル
を編集します。これはテスト
のための一時的な解決策であ
り、本番環境にはお勧めしま

AWS 管理者
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https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-aws/tools/hadoop-aws/index.html#Introducing_the_Hadoop_S3A_client.
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
せん。/etc/hosts ファイルを編
集するには、<your-bucket-
name>.s3.<your-aws-
region>.amazonaws.comま
たはのいずれかのエントリを
追加しますs3.<your-aws-
region>.amazonaws.com。/
etc/hosts ファイルには、1 つ
のエントリに複数の IP アド
レスを含めることはできませ
ん。アベイラビリティーゾー
ンのいずれかから 1 つの IP ア
ドレスを選択する必要があり
ます。選択すると、単一障害
点になります。

2732



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Amazon S3 の認証を設定しま
す。

Hadoop 経由で Amazon S3 に
認証するには、一時的なロール
認証情報を Hadoop 環境にエク
スポートすることをお勧めしま
す。詳細については、「S3 によ
る認証 (Hadoop ウェブサイト)」
を参照してください。実行時間
の長いジョブでは、ユーザーを
作成し、S3 バケットにのみデー
タを格納する権限を持つポリ
シーを割り当てることができま
す。アクセスキーとシークレッ
トキーは Hadoop に保存でき、 
DistCp ジョブ自体と Hadoop 管
理者のみがアクセスできます。
シークレットの保存の詳細につ
いては、「Hadoop 認証情報プロ
バイダーによるシークレットの
保存」(Hadoop Web サイト) を
参照してください。他の認証方
法の詳細については、AWS IAM 
アイデンティティセンター (AWS 
SAWS Single Sign-On On の後
継) のドキュメントの「AWS ア
カウントの CLI アクセスで使用
する IAM ロールの認証情報を取
得する方法」を参照してくださ
い。

一時的な認証情報を使用するに
は、一時的な認証情報を認証情
報ファイルに追加するか、次の
コマンドを実行して認証情報を
環境にエクスポートします。

export 
 AWS_SESSION_TOKEN=SECRET-
SESSION-TOKEN
export 
 AWS_ACCESS_KEY_ID=SESSION-
ACCESS-KEY
export 
 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=SESSION-
SECRET-KEY

従来のアクセスキーとシーク
レットキーの組み合わせを使用
している場合は、次のコマンド
を実行します。

export 
 AWS_ACCESS_KEY_ID=my.aws.key
export 
 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=my.secret.key

AWS 管理者

2733

https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-aws/tools/hadoop-aws/index.html#Authenticating_with_S3
https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-aws/tools/hadoop-aws/index.html#Authenticating_with_S3
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
注:アクセスキーとシーク
レットキーの組み合わせを
使用する場合は、 DistCp
"org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredentialsProvider""org.apache.hadoop.fs.s3a.SimpleAWSCredentialsProvider"コ
マンドの認証情報プロバイダー
をからに変更してください。
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

DistCpを使用してデータを転送
します。

DistCp を使用してデータを転送
するには、次のコマンドを実行
します。

hadoop distcp -
Dfs.s3a.aws.credentials.provider=
\
"org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredentialsProvider" 
 \
-
Dfs.s3a.access.key="${AWS_ACCESS_KEY_ID}" 
 \
-
Dfs.s3a.secret.key="${AWS_SECRET_ACCESS_KEY}" 
 \
-
Dfs.s3a.session.token="${AWS_SESSION_TOKEN}" 
 \
-
Dfs.s3a.path.style.access=true 
 \
-
Dfs.s3a.connection.ssl.enabled=true 
 \
-Dfs.s3a.endpoint=s3.<your-
aws-region>.amazonaws.com \
hdfs:///user/root/ s3a://
<your-bucket-name>

注:AWS PrivateLink for Amazon 
S3 DistCp でコマンドを使用し
ても、エンドポイントの AWS 
リージョンは自動的に検出さ
れません。Hadoop 3.3.2 以降
のバージョンでは、S3 バケッ
トの AWS リージョンを明示的
に設定するオプションを有効
にすることで、この問題を解
決しています。詳細について
は、S3A を参照して、オプショ
ン fs.s3a.endpoint.region を追加
して AWS リージョンを設定し
てください (Hadoop ウェブサイ
ト)。

その他の S3A プロバイダーの詳
細については、一般的な S3A ク
ライアント設定 (Hadoop Web サ
イト) を参照してください。たと
えば、暗号化を使用する場合、
暗号化の種類に応じて、上記の
一連のコマンドに次のオプショ
ンを追加できます。

-Dfs.s3a.server-side-
encryption-algorithm=AES-256 
 [or SSE-C or SSE-KMS]

移行エンジニア、AWS 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
CloudEndure オンプレミスのディザスタリカバリに使用

タスク 説明 必要なスキル
注:S3A でインターフェイス
エンドポイントを使用する
には、インターフェイスエ
ンドポイントに S3 地域名の 
DNS エイリアスエントリ (た
とえば、s3.<your-aws-
region>.amazonaws.com) を
作成する必要があります。手順
については、「Amazon S3 の
認証の設定」セクションを参
照してください。この回避策
は、Hadoop 3.3.2 以前のバー
ジョンに必要です。S3A の将来
のバージョンでは、この回避策
は不要になります。

Amazon S3 で署名の問題があ
る場合は、署名バージョン 4 
(Sigv4) 署名を使用するオプショ
ンを追加します。

-Dmapreduce.map.java.opts="-
Dcom.amazonaws.services.s3.enableV4=true"

CloudEndure オンプレミスデータベースのディザス
タリカバリに使用

作成者:アヌラーグ・ディーコンダ (AWS)

作成者: AWS 環境: PoC またはパイロット テクノロジー: モダナイゼーショ
ン、データベース、ストレージ
とバックアップ

概要
このパターンでは、 CloudEndure CloudEndure ディザスタリカバリとフェールバッククライアントを使用
してディザスタリカバリ (DR) を行います。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
を使用して、オンプレミスデータセンターホストをセットアップします。

非クラウドまたはその他のクラウドインフラストラクチャからAmazon Web Services (AWS) クラウドへ
のレプリケーションには、 CloudEndure フェールバッククライアントを使用する必要があります。ディ
ザスタイベントが終わったら、マシンをフェールバックする必要があります。 CloudEndure ターゲットマ
シンからソースマシンへのデータ複製の方向を逆にして、フェールバックに備えます。 CloudEndure ユー
ザーコンソールは、現在起動しているターゲットマシンをソースマシンとして扱います。レプリケーショ
ンは、選択したターゲットマシンから元のソースインフラストラクチャに戻されます。

前提条件と制限
前提条件
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AWS 規範的ガイダンス パターン
アーキテクチャ

• アクティブな AWS アカウント
• オンプレミスデータベース

アーキテクチャ
ソーステクノロジスタック

• オンプレミスデータセンター内のデータベース

ターゲットテクノロジースタック

• EC2 インスタンス上のデータベース (サポートされているオペレーティングシステムバージョンの完全
なリストについては、Amazon EC2 FAQ を参照してください)

ソースとターゲットのネットワークアーキテクチャ

Tools
• CloudEndure ディザスタリカバリ — CloudEndure ディザスタリカバリは、物理、仮想、およびクラウ

ドベースのサーバーを AWS に迅速かつ確実にリカバリすることで、ダウンタイムとデータ損失を軽減
します。 CloudEndure Disaster Recovery は、マシン (オペレーティングシステム、システム状態設定、
データベース、アプリケーション、ファイルを含む) を対象の AWS アカウントと優先リージョンの低コ
ストのステージング領域に継続的に複製します。障害が発生した場合、 CloudEndure Disaster Recovery
に数千台のマシンを完全にプロビジョニングされた状態で数分で自動的に起動するように指示できま
す。

叙事詩
CloudEndure ディザスタリカバリを購読

タスク 説明 必要なスキル

CloudEndure ディザスタリカバ
リを購読してください。

CloudEndure ディザスタリカバ
リは AWS Marketplace スで利用
できます。

一般的な AWS

CloudEndure アカウントを作成
します。

CloudEndure アカウントを登録
して作成してください。次に、
電子メールでサブスクリプショ
ンを確認します。

一般的な AWS

アカウントのパスワードを設定
し、利用規約に同意します。

パスワードは、8文字以上で、少
なくとも 1 つの大文字、1 つの小
文字、および 1 つの特殊文字を
含む必要があります。

一般的な AWS
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

CloudEndure プロジェクトを作成

タスク 説明 必要なスキル

CloudEndure ユーザーコンソー
ルにサインインします。

CloudEndure ユーザーコンソー
ルで、前のステップで作成した
認証情報を使用してサインイン
します。

CloudEndure 管理者

新しいプロジェクトを作成しま
す。

コンソールの左上隅で、[+] ボタ
ンを選択してプロジェクトを作
成します。プロジェクトタイプ
として [ディザスタリカバリ] を
選択します。ライセンスは AWS 
Marketplace から取得できます。

CloudEndure 管理者

AWS 認証情報の生成と使用

タスク 説明 必要なスキル

CloudEndure ソリューション用
の IAM ポリシーを作成します。

CloudEndure ソリューションを
実行するために作成する必要が
ある AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシー
は、CloudEndure 定義済みの
ポリシーに基づいています。 
CloudEndure このポリシーに
は、AWS をターゲットインフラ
ストラクチャとして使用するた
めに必要な権限が含まれていま
す。

AWS システム管理者

新しい IAM ユーザーを作成
し、AWS 認証情報を生成しま
す。

CloudEndure ユーザーコンソー
ルに必要な AWS 認証情報を
生成するには、少なくとも 1 
人の IAM ユーザーを作成し、 
CloudEndure このユーザーにア
クセス権限ポリシーを割り当て
ます。コンソールには、アクセ
スキー ID とシークレットアクセ
スキーが必要です。

AWS システム管理者

ステージングエリアのアカウン
ト認証情報を設定します。

CloudEndure ユーザーコンソー
ルにサインインし、移行プロ
ジェクトを選択します。

[Setup & Info] タブで、AWS 認
証情報に移動し、AWS アクセス
キー ID とシークレットアクセス
キー ID を指定します。

AWS システム管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

アプリケーション設定を構成します。

タスク 説明 必要なスキル

レプリケーションサーバーを定
義します。

詳細については、CloudEndure 
ドキュメントを参照してくださ
い。

CloudEndure 管理者

CloudEndure ソースマシンへのエージェントのインストール

タスク 説明 必要なスキル

エージェントインストールトー
クンを探してください。

CloudEndure ユーザーコンソー
ルで、[マシン]、[マシンアクショ
ン]、[マシンの追加] に移動しま
す。 

ソースマシンでインストーラー
ファイルを実行すると、最初に
インストールトークンの入力を
求められます。トークンは、 
CloudEndure アカウントがアク
ティブになったときに自動的に
生成する一意の文字列です。1 つ
のインストールトークンを使用
して、プロジェクトで許可され
ている数のソースマシンに Agent 
をインストールできます。

CloudEndure 管理者

Linux マシンでは、インストー
ラーを実行します。

Linux マシンの場合は、インス
トーラーコマンドをコピーし、
ソースマシンにログインして、
インストーラーを実行します。

詳細な手順について
は、CloudEndure ドキュメント
を参照してください。

CloudEndure 管理者

Windows マシンでは、インス
トーラーを実行します。

Windows マシンの場合は、イン
ストーラーファイルを各マシン
にダウンロードし、インストー
ラーコマンドを実行します。

詳細な手順について
は、CloudEndure ドキュメント
を参照してください。

CloudEndure 管理者

データを複製します。 CloudEndure エージェントを
インストールすると、ソースマ
シンの複製が開始され、ステー
ジング領域への複製が開始され
ます。初期同期が完了すると、 
CloudEndure マシンはユーザー
コンソールの [マシン] タブに表
示されます。

CloudEndure 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

ターゲットマシンのブループリントを設定します

タスク 説明 必要なスキル

ブループリントのソースマシン
を選択します。

CloudEndure ユーザーコンソー
ルの［マシン］タブで、［マシ
ンの詳細］ペインにアクセスす
るソースマシンを選択します。

CloudEndure 管理者

ターゲットマシンのブループリ
ントを設定します。

ブループリントタブで、要件に
基づいてターゲットマシンの設
定を行います。詳細な手順につ
いては、CloudEndure ドキュメ
ントを参照してください。

CloudEndure 管理者

DR ソリューションをテスト

タスク 説明 必要なスキル

テストモードを使用してソ
リューションをテストします。

テストモードとテストカット
オーバー検証の詳細な手順につ
いては、CloudEndure ドキュメ
ントを参照してください。

CloudEndure 管理者

Amazon EC2 サーバーで起動し
たターゲットインスタンスをテ
ストします。

各ターゲットマシンをテストす
るには、マシンの名前を選択し
ます。次に、Target タブを開
き、新しい IP アドレスをコピー
して、Amazon EC2 インスタン
スで新しく起動したサーバーに
ログインします。

CloudEndure 管理者

を使用してフェールオーバーを実行する CloudEndure

タスク 説明 必要なスキル

ソースマシンのステータスを確
認します。

CloudEndure ユーザーコンソー
ルマシンページで、フェイル
オーバーするソースマシンに次
のステータス表示があることを
確認します。 

• データ複製の進捗状況 — 継続
的なデータ保護 

• ステータス — ターゲットマシ
ンを起動できることを示すロ
ケットアイコン 

• ディザスタリカバリのライフ
サイクル — 最近テスト済み

CloudEndure 管理者

カットオーバーを開始します。 1. 「マシン」ページで、ソース
マシンを選択します。

CloudEndure 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
2. 「ターゲットマシンの起動」

タブで、「リカバリモード」
を選択します。

3. ターゲットマシンのリカバリ
ポイントを選択します。シス
テムは、フェイルオーバー用
の新しいターゲットマシンを
起動するときにリカバリポ
イントを使用します。最新の
リカバリポイントを使用する
か、リストから以前のリカバ
リポイントを選択できます。

4. [起動を続行] を選択します。

ジョブの進行状況と完了ステー
タスを確認します。

Job 進行状況ウィンドウには、
ターゲットマシンの起動プロセ
スの詳細が表示されます。

フェイルオーバーが完了する
と、 CloudEndure ユーザーコ
ンソールの障害回復ライフサイ
クルのステータスが「フェール
オーバー」に変わり、正常に完
了したことを示します。

CloudEndure 管理者

CloudEndure フェールバッククライアントでフェールバックを実行する

タスク 説明 必要なスキル

CloudEndure フェールバックク
ライアントの要件を確認してく
ださい。

CloudEndure フェールバックク
ライアントを使用して、オンプ
レミスまたはその他のクラウド
インフラストラクチャから AWS 
に複製します。 CloudEndure 
フェールバッククライアントに
は、次の要件があります。

• マシンは MBR ブートをサポー
トする BIOS モードで起動する
ように構成する必要がありま
す。GPT ブートのみをサポー
トする UEFI モードで起動する
ように構成されたマシンはサ
ポートされていません。

• CloudEndure フェールバック
クライアントには、最低 4 GB 
の専用 RAM が必要です。

CloudEndure 管理者

フェールバックの準備。 フェールバックの準備アクショ
ンを開始する前に、すべての
ソースマシンがターゲットマシ
ンをテストモードまたはリカバ
リモードで起動している必要が
あります。

CloudEndure 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
「プロジェクトアクション」メ
ニューで、「フェールバックの
準備」を選択し、「続行」を選
択します。「 CloudEndure エー
ジェントとフェールバックク
ライアントのペアリング」が表
示されると、マシンはフェール
バックの準備が整います。

CloudEndure オンプレミス環境
にフェールバッククライアント
をダウンロードします。

CloudEndure フェールバックク
ライアントをソース環境にダウ
ンロードするには、次の操作を
行います。 

1. DR プロジェクトで、[設定と
情報] を選択します。

2. 「レプリケーション設定」
ページで、「その他のインフ
ラストラクチャ」へのフェー
ルバックについて学ぶリンク
を選択します。

3. 「未確認のクラウド/その他
のインフラストラクチャへの
フェールバック」ダイアロ
グ・ボックスで、ここからダ
ウンロードを選択します。

ファイルは自動的にダウンロー
ドされます。

CloudEndure 管理者

オンプレミスマシンのレプリ
ケーションを開始します。

ソースマシンのレプリケー
ションを開始するには、 
CloudEndure ターゲッ
トマシンをフェールバッ
ククライアントイメージ 
(failback_client.iso) で
起動する必要があります。ク
ライアントがDynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) を
使用してネットワーク設定を取
得できない場合は、設定を手動
で入力します。

CloudEndure フェールバックク
ライアントは TCP ポート 443 経
由で console.clouendure.com に
接続し、 CloudEndure 入力を求
められた認証情報を使用して認
証します。

CloudEndure 管理者

2742



AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

指示に従って必要な詳細情報を
入力します。

以下の詳細情報を入力します。

• インストールトークン 
• ソースマシンのマシン ID 
• ソースとターゲット間のディ

スクマッピング

CloudEndure フェールバックク
ライアントが、パブリックまた
はプライベート IP CloudEndure 
アドレスを介してユーザーコン
ソールとターゲットマシンに接
続していることを確認します。

CloudEndure 管理者

ソースマシン ID を探します。 ソースマシン ID を確認するに
は、[マシン] タブでマシン名を選
択し、[ソース] タブから ID をコ
ピーします。

CloudEndure 管理者

ソースマシンをターゲットマシ
ンConnect。

オンプレミスサーバー (ターゲッ
トマシン) のソースマシン ID 
(AWS 上のサーバーがフェール
バックのソースになりました) を
指定します。AWS マシン (ソー
ス) は TCP ポート 1500 でオンプ
レミスサーバー (ターゲット) に
接続してレプリケーションを開
始します。

最初のレプリケーションが完了
すると、 CloudEndure ユーザー
コンソールにレプリケーショ
ンが継続的データ保護モードに
なっていることが示されます。

CloudEndure 管理者

必要に応じてフェールバック設
定を編集します。

フェールバック設定を編集す
るには、マシン名を選択してか
ら、[フェールバック設定] タブを
選択します。

CloudEndure 管理者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
関連リソース

タスク 説明 必要なスキル

ターゲットマシンを起動しま
す。

ターゲットマシンを起動するに
は、次の手順を実行します。

各マシン名の左側にあるチェッ
クボックスを選択し、[ターゲッ
トマシンを起動] を選択し、[リカ
バリモード] を選択します。

ダイアログボックスで、[次へ] を
選択します。

[最新のリカバリポイント] を選
択し、[起動を続行] を選択しま
す。 

起動プロセスが完了すると、 
CloudEndure ユーザーコンソー
ルの [データ複製の進行状況] の
下に [ CloudEndure エージェント
とレプリケーションサーバーの
ペアリング] というステータスが
表示されます。

CloudEndure 管理者

マシンを通常の動作に戻しま
す。

次に、オンプレミスマシンが
ソースで AWS マシンがターゲッ
トになるように、データ複製の
方向を変更します。「プロジェ
クトアクション」を選択し、
「通常に戻って続行」を選択し
ます。

データ複製の方向が逆になり、
マシンは初期同期処理を受
けます。フェールバック処理
は、データ複製の進行状況列に
すべてのマシンの継続的データ
保護ステータスが表示された時
点で完了します。

CloudEndure 管理者

関連リソース
AWS Marketplace

• CloudEndure 災害復旧

CloudEndure ドキュメンテーション

• コンソールへのサインイン
• プロジェクトの作成
• 認証情報の生成と使用
• レプリケーション設定の構成
• CloudEndure エージェントのインストール
• ディザスタリカバリのフェイルオーバーの実行
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AWS 規範的ガイダンス パターン
その他のパターン

チュートリアルとビデオ

• CloudEndure トラブルシューティングプレイブック
• CloudEndure ビデオ
• AWS へのディザスタリカバリのデモ

その他のパターン
• CodeBuild とイベントを使用して、から Amazon S3 CodeCommit CloudWatch へのイベント駆動型

バックアップを自動化 (p. 700)
• DynamoDB TTL を使用して Amazon S3 に項目を自動的にアーカイブする (p. 2033)
• Systems Manager を使用して SAP HANA データベースを自動的にバックアップし、 

EventBridge (p. 489)
• AWS Glue を使用して、データを Amazon S3 から Amazon Redshift に段階的にロードする ETL サービ

スパイプラインを構築します。 (p. 9)
• EBCDIC から ASCII へのデータの変換とアンパック (p. 2093)
• Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換 (p. 1265)
• AWS CLI を使用して S3 バケットから別のアカウントとリージョンにデータをコピーする (p. 170)
• Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステムを

マウントします。 (p. 251)
• Kinesis データストリームと AWS CDK の Kinesis Data Firehose を使用して DynamoDB レコードを 

Amazon S3 に配信します (p. 2633)
• Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストの見積もり (p. 550)
• Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを AMS を使用する他のアカウントに移行する (p. 579)
• SFTP 用 AWS Transfer を使用してオンプレミスの SFTP サーバーを AWS に移行する (p. 1521)
• AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行する (p. 1340)
• Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する (p. 1823)
• スタンバイデータベースを使用して Oracle から PostgreSQL データベースに移行する (p. 605)
• Oracle CLOB の値を AWS 上の PostgreSQL 内の個々の行に移行する (p. 1665)
• AWS SFTP を使用してオンプレミスから Amazon S3 に少量のデータを移行する (p. 1526)
• 暗号化されていないインスタンスの Amazon Aurora をモニタリングする (p. 617)
• トランスファーファミリーを使用してメインフレームファイルを Amazon S3 に直接移動する (p. 1251)
• Amazon EFS on Amazon EKS と AWS Fargate を使用して、永続的なデータストレージを使用してス

テートフルワークロードを実行する (p. 400)
• S3 バケットを AWS CloudFormation スタックとして正常にインポートしました (p. 179)
• AWS アカウントまたは組織の EBS スナップショットの詳細を表示する (p. 2323)
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https://docs.cloudendure.com/#FAQ/Troubleshooting_Playbook/Troubleshooting_Playbook.htm%3FTocPath%3DNavigation%7CFAQ%25C2%25A0and%25C2%25A0Troubleshooting%7C_____1
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AWS 規範的ガイダンス パターン
React ウェブアプリケーションユーザーの認証

ウェブサイトとウェブアプリ
トピック

• Amazon Cognito ートと AWS Amplify を使用して React アプリケーションユーザーを認証しま
す (p. 2746)

• React ベースのシングルページアプリケーションを Amazon S3 にデプロイし、 CloudFront (p. 2752)
• プライベートエンドポイントとApplication Load Balancer を使用して、Amazon API Gateway API を内

部ウェブサイトにデプロイします。 (p. 2757)
• Amazon QuickSight ダッシュボードをローカルの Angular アプリケーションに埋め込む (p. 2761)
• その他のパターン (p. 2772)

Amazon Cognito ートと AWS Amplify を使用して 
React アプリケーションユーザーを認証します

ヤルノ・ボーレンズ (AWS) によって作成されました

環境:プロダクション テクノロジー:ウェブサイトと
ウェブアプリ、セキュリティ、
アイデンティティ、コンプライ
アンス、ソフトウェア開発とテ
スト

AWS サービス:Amazon 
Cognito、AWS Amplify

概要
このパターンは、Amazon Cognito と AWS Amplify を使用して React ウェブアプリケーションのユーザー
認証を設定する方法を示しています。

Amazon Cognito は、アプリケーションの認証、承認、およびユーザー管理を提供します。Amplify UI 
Authenticator コンポーネントは、ログインセッションを管理し、Amazon Cognito を介してユーザーを認
証するクラウド接続ワークフローを実行します。

ソリューションが実装されると、ユーザーは次のいずれかの認証情報を使用してサインインできます。

• ユーザー名とパスワード
• アップル、フェイスブック、グーグル、アマゾンなどのソーシャル ID プロバイダー
• SAML 2.0 互換または OpenID Connect (OIDC) 互換のエンタープライズ ID プロバイダー

注:カスタム認証 UI コンポーネントを作成するには、Amplify UI Authenticator コンポーネントをヘッドレ
スモードで実行できます。詳細については、Amplify UI React ドキュメントの「ヘッドレス」を参照して
ください。
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https://ui.docs.amplify.aws/react/connected-components/authenticator/headless
https://ui.docs.amplify.aws/react/connected-components/authenticator/headless
https://ui.docs.amplify.aws/react/connected-components/authenticator/headless


AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• React ウェブアプリケーション

機能制限

• このパターンは React Web アプリケーションにのみ適用されます。
• このパターンでは、ビルド済みの Amplify UI コンポーネントを使用します。このソリューションには、

カスタム UI コンポーネントの実装に必要な手順は含まれていません。

製品バージョン

• リアクトバージョン18.2.0
• Amplify UIバージョン 3.2.1
• Amplify バージョン 4.3.30

アーキテクチャ
ターゲットテクノロジースタック

• Node.js
• React JX
• HTML
• JavaScript
• npm
• Amazon Cognito
• Amplify UI

ターゲットアーキテクチャ

Tools
AWS サービス

• AWS Amplify は、フロントエンドのウェブおよびモバイルデベロッパーがで迅速かつフルスタックアプ
リケーションを構築できるようにする、専用のツールと機能のセットです。

• Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、承認、およびユーザー管理を提供します。

その他のツール

• js は、 JavaScript スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計されたイベント
駆動型のランタイム環境です。

• npm は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベート
パッケージのデプロイの管理に使用されます。
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https://docs.aws.amazon.com/amplify/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html
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叙事詩

叙事詩
Amazon Cognito ユーザープールを作成する

タスク 説明 必要なスキル

ユーザープールを作成します。 Amazon Cognito ユーザープー
ルを作成します。ユーザープー
ルのサインインオプションとセ
キュリティ要件は、必ずユース
ケースに合わせて設定してくだ
さい。 

詳細については、Amazon 
Cognito 開発者ガイドの「チュー
トリアル:ユーザープールの作
成」を参照してください。

アプリケーションデベロッパー

アプリクライアントを追加しま
す。

ユーザープールのアプリケー
ションクライアントを設定しま
す。このクライアントは、アプ
リケーションが Cognitoユーザー
プールと対話するために必要で
す。 

詳細については、Amazon 
Cognito デベロッパーガイドの
Configuring a user pool app client
を参照してください。

アプリケーションデベロッパー

CognitoユーザープールをAmplify UIオーセンティケーターコンポーネントと統合
します

タスク 説明 必要なスキル

依存関係をインストールしま
す。

アプリケーションのルートディ
レクトリから次のコマンドを実
行して、aws-amplify@aws-
amplify/ui-reactおよびパッ
ケージをインストールします。

npm i @aws-amplify/ui-react 
 aws-amplify

アプリケーションデベロッパー

Cognito ユーザープールを設定し
ます。

次の情報を含む aws-exports.js
ファイルを作成します。

• Cognito ユーザープールが属す
る AWS リージョン

• Cognito ユーザープールID
• アプリクライアントID

aws-exports.js ファイルの例

アプリケーションデベロッパー

2748

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/tutorial-create-user-pool.html
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

// replace the user pool 
 region, id, and app client 
 id details
export default { 
    "REGION": "region", 
    "USER_POOL_ID": 
 "region_user_pool_id_here", 
    
 "USER_POOL_APP_CLIENT_ID": 
 "user_pool_app_client_id"
}

Amplify サービスをインポートし
て設定します。

1. アプリのエントリポイント
ファイル (例:js) に、次のコー
ド行を入力して Amplify サー
ビスの aws-exports.js ファイ
ルをインポートしてロードし
ます。

import { Amplify } from 
 'aws-amplify';
import awsExports from './
aws-exports';

2. 次の情報を含むように aws-
exports.js ファイルに Amplify 
クライアントを設定します。

• Cognito ユーザープールが属す
る AWS リージョン

• Cognito ユーザープールID
• アプリクライアントID

Amplify クライアントの設定例

// Configure Amplify in 
 index file or root file
Amplify.configure({ 
    Auth: { 
        region: 
 awsExports.REGION, 
        userPoolId: 
 awsExports.USER_POOL_ID, 
        userPoolWebClientId: 
 awsExports.USER_POOL_APP_CLIENT_ID 
    }
})

詳細については、Amplify デベ
ロッパーセンターのドキュメン
トの「Amplify カテゴリの設定」
を参照してください。

アプリケーションデベロッパー
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https://docs.amplify.aws/lib/client-configuration/configuring-amplify-categories/q/platform/js/
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Amplify UI オーセンティケーター
コンポーネントを追加します。

Amplify UIAuthenticator コ
ンポーネントを表示するには、
アプリケーションのエントリポ
イントファイル (App.js) に次の
コード行を追加します。

import { Authenticator } 
 from '@aws-amplify/ui-
react';
import '@aws-amplify/ui-
react/styles.css';

注:サンプルコードスニペット
は、Authenticatorコンポーネ
ントと Amplify UI styles.css ファ
イルをインポートします。これ
は、コンポーネントのビルド済
みテーマを使用する場合に必要
です。

Authenticatorこのコンポーネ
ントには 2 つの戻り値がありま
す。

• ユーザー詳細
• ユーザーをサインアウトさせ

るために呼び出すことができ
る関数

認証コンポーネントの使用例

function App() { 
    return ( 
        <Authenticator> 
            {({ signOut, 
 user }) => ( 
                <div> 
                
     <p>Welcome 
 {user.username}</p> 
                    <button 
 onClick={signOut}>Sign 
 out</button> 
                </div> 
            )} 
        </Authenticator> 
    );
}

注:App.js ファイルの例につい
ては、このパターンの「追加情
報」セクションを参照してくだ
さい。

アプリケーションデベロッパー
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AWS 規範的ガイダンス パターン
トラブルシューティング

タスク 説明 必要なスキル

（オプション）セッション情報
を取得します。

ユーザーが認証される
と、Amplify クライアントから
セッションに関するデータを
取得できます。たとえば、ユー
ザーのセッションから JSON 
Web トークン (JWT) を取得し
て、セッションからのリクエス
トをバックエンド API に認証で
きます。

JWT を含むリクエストヘッダー
の例

import { Auth } from "aws-
amplify";
(await 
 Auth.currentSession()).getIdToken().getJwtToken()

アプリケーションデベロッパー

トラブルシューティング

問題 解決策

新規ユーザーはアプリケーションにサインアップ
できません。

Cognito ユーザープールが、ユーザーがサインアッ
プしてユーザープールに参加できるように設定さ
れていることを確認してください。

ユーザーに自己サインアップを許可するには、次
の手順を実行します。

1. AWS マネジメントコンソールにサインイン
し、Cognito コンソールを開きます。

2. 左のナビゲーションペインの [ユーザープールを
選択します。

3. リストからユーザープールを選択します。
4. [一般設定] で [ポリシー] を選択します。
5. [ユーザーに自己サインアップを許可する] を選

択します。

関連リソース
チュートリアルとビデオ

Amazon Cognito の使用開始方法

新しい React アプリを作成する (React ドキュメント)

クイックスタート

Amazon Cognito とは何ですか? (Amazon Cognito デベロッパーガイド)

Amplify イ UI ライブラリ (Amplify デベロッパーセンター)
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https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cognito
http://aws.amazon.com/cognito/getting-started/
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AWS 規範的ガイダンス パターン
追加情報

追加情報
App.js ファイルの例

以下の App.js ファイルの例では、Cognito ユーザープールと Amplify UIAuthenticator コンポーネント
を使用して React ウェブアプリケーションのユーザーを認証しています。

import './App.css';

import {Amplify} from 'aws-amplify';
import awsExports from "./aws-exports";
import { Authenticator } from '@aws-amplify/ui-react';
import '@aws-amplify/ui-react/styles.css';
import { Auth } from "aws-amplify";

// Configure Amplify in index file or root file
Amplify.configure({ 
  Auth: { 
    region: awsExports.REGION, 
    userPoolId: awsExports.USER_POOL_ID, 
    userPoolWebClientId: awsExports.USER_POOL_APP_CLIENT_ID 
  }
})

function App() { 
  return ( 
      <Authenticator> 
        {({ signOut, user }) => ( 
            <div> 
              <p>Welcome {user.username}</p> 
              <button onClick={signOut}>Sign out</button> 
            </div> 
        )} 
      </Authenticator> 
  );
}

export default App;

React ベースのシングルページアプリケーションを 
Amazon S3 にデプロイし、 CloudFront

ジャン・バティスト・ギロワ (AWS) によって作成されました

コードリポジトリ:

• React ベースの CORS シング
ルページアプリケーション

環境:プロダクション テクノロジー:ウェブサイトと
ウェブアプリ、クラウドネイ
ティブ、サーバーレス

ワークロード:その他すべての
ワークロード

AWS サービス: CloudFrontアマ
ゾン、Amazon S3、Amazon API 
Gateway
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https://github.com/aws-samples/react-cors-spa/tree/main
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AWS 規範的ガイダンス パターン
概要

概要
シングルページアプリケーション (SPA) は、Web ドキュメントを読み込み、 JavaScript API を使用して
更新する Web アプリケーションの実装です。そうすれば、顧客はサーバーからページ全体を読み込まず
にウェブサイトを使用できるようになります。これにより、ウェブサイトのパフォーマンスが向上し、よ
り動的なユーザーエクスペリエンスが提供されます。 

このパターンは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) で Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) で記述されたシングルページアプリケーション (SPA) を Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) と Amazon CloudFront でホストするための step-by-step このパターンのサンプル SPA で
は、Amazon API Gateway によって公開されている REST API を使用して、クロスオリジンリソース共有 
(CORS) のベストプラクティスを示しています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブ AWS アカウント。
• AWS Cloud9 などの統合開発環境 (IDE) です。
• Node.js とnpm、インストールして設定しました。詳細については、Node.js ドキュメントの「ダウン

ロード」セクションを参照してください。
• Yarn、インストールおよび設定済み。詳細については、「Yarn ドキュメント」を参照してください。
• Git をインストールして設定しました。詳細については、「Git ドキュメント」を参照してください。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

• Amazon API Gateway
• アマゾン CloudFront
• Amazon Route 53
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Identity and Access Management (IAM)
• アマゾン CloudWatch
• AWS CloudTrail
• AWS CloudFormation

Tools
AWS サービス

• Amazon API Gateway は、あらゆるスケールであっても、REST、配布、配布、配布、配布、配布、配
布、配布、配布、配布、 WebSocket 配布、配布、配布、配布、

• AWS Cloud9 は、ソフトウェアのコード作成、ソフトウェアのコード作成、ソフトウェアのコード作
成、ソフトウェアのコード作成、ソフトウェアのコード作成、ソフトウェアのコード作成、ソフトウェ
アのコード作成、ソフトウェアのコード作成、ソフトウェアのコード作成、ソフトウェアのコード作
成、また、ソフトウェアを AWS クラウドにリリースするのにも役立ちます。

• AWS CloudFormation では、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫した方法でプロビジョニン
グし、AWS アカウントとリージョンのライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
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叙事詩

• Amazon は、 CloudFront世界中に広がるデータセンターのネットワークを通じてウェブコンテンツを配
信することでウェブコンテンツの配信をスピードアップします。これにより、待ち時間が短縮され、パ
フォーマンスが向上します。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、AWS アカウントのガバナン
ス、およびAWS アカウントのガバナンス、AWS アカウントのガバナンス、およびAWS アカウントの
ガバナンス、

• Amazon CloudWatch は、AWS リソースと、AWS でリアルタイムに実行されるアプリケーションのメ
トリックスをモニタリングするのに役立ちます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロールす
るのに役立ちます。誰が認証され、使用を許可されるかを制御して、AWS リソースへのアクセスを安全
にコントロールするのに役立ちます。

• Amazon Route 53 は、可用性が高くスケーラブルな DNS ウェブサービスです。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、クラウドベースのオブジェクトストレージサービス

であるを利用すれば、任意の量のデータの配布、配布、配布、配布、配布、配布、配布、配布、任意の
量のデータを配布、配布、

Code

このパターンのサンプルアプリケーションコードは、 GitHub React ベースの CORS シングルページアプ
リケーションリポジトリにあります。

叙事詩
アプリケーションをローカルでビルドおよびデプロイします

タスク 説明 必要なスキル

リポジトリをクローンします。 このパターンでは、AWS Cloud9 
を IDE として使用することを
お勧めしますが、別の IDE (た
とえば、Visual Studio コードや 
IntelliJ IDEA) を使用することも
できます。 

次のコマンドを実行して、サン
プルアプリケーションのリポジ
トリを IDE に複製します。

git clone https://
github.com/aws-samples/
react-cors-spa react-cors-
spa && cd react-cors-spa

アプリ開発者、AWS DevOps

アプリケーションをローカルに
デプロイします。

1. プロジェクトディレクトリ
で、npm installコマンドを
実行してアプリケーションの
依存関係を開始します。 

2. yarn startコマンドを実
行して、アプリケーションを
ローカルで起動します。 

アプリ開発者、AWS DevOps

アプリケーションにローカルに
アクセスします。

ブラウザウィンドウを開
き、http://localhost:3000

アプリ開発者、AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
URL を入力してアプリケーショ
ンにアクセスします。

アプリケーションのデプロイ

タスク 説明 必要なスキル

AWS CloudFormation テンプレー
トをデプロイします。

1. AWS マネジメントコンソー
ルにサインインし、AWS 
CloudFormation マネジメント
コンソールを開きます。

2. [スタックの作成] を選択し、
[新しいリソースを使用 (標準)] 
を選択します。

3. [テンプレートファイルをアッ
プロード] を選択します。

4. [ファイルを選択] を選択
し、react-cors-spa-
stack.yaml複製したリポ
ジトリからファイルを選択し
て、[次へ] を選択します。

5. スタックの名前を入力し、
[Next] を選択します。

6. すべてのデフォルトオプショ
ンをそのまま使用して、[次へ] 
を選択します。

7. スタックの最終設定を確認し
て、[スタックの作成] を選択
します。

アプリ開発者、AWS DevOps

アプリケーションのソースファ
イルをカスタマイズします。

1. スタックがデプロイされ
たら、「出力」タブを開い
てAPIEndpoint URLBucket
と名前を指定します。

2. API エンドポイント URL をコ
ピーします。

3. に移動し<project_root>/
src/App.js、URLApp.js
をファイルの 
26APIEndPoint 行目の変数
値に貼り付けます。

アプリケーションデベロッパー

アプリケーションパッケージを
構築します。

プロジェクトディレクトリ
で、yarn buildコマンドを
実行してアプリケーションパッ
ケージを構築します。

アプリケーションデベロッパー

アプリケーションパッケージを
デプロイします。

1. Amazon S3 コンソールを開き
ます。

2. 先ほど作成した S3 バケット
を特定し、先ほど作成した S3 
バケットを選択します。

アプリ開発者、AWS DevOps
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
3. [アップロード] を選択し、

[ファイルを追加] を選択しま
す。

4. ビルドフォルダーの内容を選
択します。

5. [フォルダを追加] を選択し、
静的ディレクトリを選択しま
す。重要:コンテンツは選択し
ないでください。ディレクト
リを選択してください。

6. [アップロード] を選択して、
ファイルとディレクトリを S3 
バケットにアップロードしま
す。

アプリケーションをテストする

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションにアクセスし
て、アプリケーションにアクセ
スしてテストします。

1. Amazon CloudFront コンソー
ルを開き、[ディストリビュー
ション] を選択します。

2. 関連するディストリビュー
ション ID を選択し、ディスト
リビューションドメイン名を
選択して、 URL をコピーしま
す。

3. ブラウザウィンドウを開
き、URL を貼り付けてアプ
リケーションにアクセスしま
す。

アプリ開発者、AWS DevOps

リソースをクリーンアップする

タスク 説明 必要なスキル

S3 バケットの内容を削除しま
す。

1. Amazon S3 コンソールを開い
て、先ほど作成したバケット
を選択します。 

2. バケットの内容を削除するに
は、[Empty] を選択します。

AWS DevOps、アプリ開発者

AWS CloudFormation スタックを
削除します。

1. AWS CloudFormation コン
ソールを開いて、先ほど作成
したスタックを選択します。

2. [Delete] を選択して、スタック
とすべての関連リソースを削
除します。

AWS DevOps、アプリ開発者
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AWS 規範的ガイダンス パターン
プライベートエンドポイントとApplication Load Balancer 

を使用して Amazon API Gateway API をデプロイする

プライベートエンドポイントとApplication Load 
Balancer を使用して、Amazon API Gateway API 
を内部ウェブサイトにデプロイします。

作成者:サウラブ・コターリ (AWS)

環境:プロダクション テクノロジー:ウェブサイトと
ウェブアプリ、ネットワーク、
サーバーレス、インフラストラ
クチャ

AWS サービス:Amazon API 
Gateway、Amazon Route 
53、AWS Certificate Manager 
(ACM)

概要
このパターンは、オンプレミスネットワークからアクセス可能な内部ウェブサイトに Amazon API 
Gateway API をデプロイする方法を示しています。プライベートエンドポイント、Application Load 
Balancer、AWS PrivateLink、Amazon Route 53 を使用して設計されたアーキテクチャを使用して、プ
ライベート API のカスタムドメイン名を作成する方法を学びます。このアーキテクチャにより、API 
でのドメインベースのルーティングを支援するためにカスタムドメイン名とプロキシサーバーを使
用することによる意図しない結果を防ぐことができます。たとえば、ルーティング不可能なサブネッ
トに仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントをデプロイした場合、ネットワークは API 
Gateway にアクセスできません。一般的な解決策は、カスタムドメイン名を使用してから API をルー
ティング可能なサブネットにデプロイすることですが、プロキシ設定がトラフィック (execute-api.
{region}.vpce.amazonaws.com) を AWS Direct Connect に渡すときに、他の内部サイトが機能しなく
なる可能性があります。最後に、このパターンは、インターネットからはアクセスできないプライベート 
API とカスタムドメイン名を使用するという組織の要件を満たすのに役立ちます。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブな AWS アカウント
• ウェブサイトおよび API のサーバー名表示 (SNI) 証明書
• オンプレミス環境から AWS Direct Connect または AWS Site-to-Site VPN を使用して設定された AWS 

アカウントへの接続
• オンプレミスネットワークから解決され、DNS クエリを Route 53 に転送する、対応するドメイン 

(domain.com など) を含むプライベートホストゾーン
• オンプレミスネットワークからアクセス可能なルーティング可能なプライベートサブネット

機能制限

ロードバランサー、ルール、その他のリソースのクォータ (以前は制限と呼ばれていました) の詳細につい
ては、Elastic Load Balancing ドキュメントの「アプリケーションロードバランサーのクォータ」を参照し
てください。

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• Amazon API Gateway
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Tools

• Amazon Route 53
• Application Load Balancer
• AWS Certificate Manager
• AWS PrivateLink

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Application Load Balancer のリスナールールに基づいてウェブトラフィックをウェブサイト
ターゲットグループまたは API Gateway ターゲットグループに誘導する VPC にApplication Load Balancer 
がどのようにデプロイされるかを示しています。API Gateway ターゲットグループは、API Gateway 内の 
VPC エンドポイントの IP アドレスのリストです。API Gateway は、リソースポリシーを使用して API を
プライベートにするように設定されています。このポリシーは、特定の VPC エンドポイントからの呼び出
し以外のすべての呼び出しを拒否します。API ゲートウェイのカスタムドメイン名は、API とそのステー
ジに api.domain.com を使用するように更新されます。Application Load Balancer ールは、ホスト名に基づ
いてトラフィックをルーティングするために追加されます。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. オンプレミスネットワークのユーザーが内部の Web サイトにアクセスしようとします。リクエスト
は ui.domain.com と api.domain.com に送信されます。その後、リクエストはルーティング可能なプ
ライベートサブネットの内部Application Load Balancer に解決されます。SSL は ui.domain.com と 
api.domain.com のApplication Load Balancer で終了します。

2. Application Load Balancer で設定されたリスナールールは、ホストヘッダーをチェックします。

a. ホストヘッダーが api.domain.com の場合、リクエストは API Gateway ターゲットグループに転送さ
れます。Application Load Balancer は、ポート 443 を使用して API Gateway への新しい接続を開始し
ます。

b. ホストヘッダーが ui.domain.com の場合、リクエストは Web サイトのターゲットグループに転送さ
れます。

3. リクエストが API Gateway に到達すると、API Gateway で設定されたカスタムドメインマッピングに
よって、ホスト名と実行する API が決まります。

自動化とスケーリング

このパターンのステップは AWS CloudFormation または AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使
用して自動化できます。API Gateway 呼び出しのターゲットグループを設定するには、カスタムリソー
スを使用して VPC エンドポイントの IP アドレスを取得する必要があります。API は IP describe-vpc-
endpointsdescribe-network-interfacesアドレスとセキュリティグループを呼び出して返し、これを使用し
て IP アドレスの API ターゲットグループを作成できます。

Tools
• Amazon API Gateway を使用すると、いずれの規模でも REST、HTTP、 WebSocket API を作成、発

行、保守、モニタリング、保護できます。
• Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたDNS ウェブサービスです。
• AWS Certificate Manager (ACM) は、AWS ウェブサイトやアプリケーションを保護するパブリックおよ

びプライベート SSL/TLS X.509 証明書およびキーの作成、保存、更新に伴う複雑さに対処します。
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義およ

びプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
• AWS PrivateLink は、VPC から VPC 外部のサービスへの単方向のプライベート接続を作成するのに役

立ちます。
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エピック

エピック
SNI 証明書を作成する

タスク 説明 必要なスキル

SNI 証明書を作成し、その証明書
を ACM にインポートします。

1. ui.domain.com と 
api.domain.com の SNI 証明
書を作成します。詳細につい
ては、Amazon CloudFront ド
キュメントの「 CloudFront 
HTTPS リクエストの処理方
法の選択」を参照してくださ
い。

2. SNI 証明書を AWS Certificate 
Manager (ACM) にインポー
トします。詳細について
は、ACM ドキュメントの
「AWS CertificManager への
証明書のインポート」を参照
してください。

ネットワーク管理者

ルーティング不可能なプライベートサブネットに VPC エンドポイントをデプロ
イする

タスク 説明 必要なスキル

API Gateway にインターフェイ
ス VPC エンドポイントを作成し
ます。

インターフェイス VPC エンドポ
イントを作成するには、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) ドキュメントの「インター
フェイス VPC エンドポイントを
使用して AWS サービスにアクセ
スする」を参照してください。

クラウド管理者

Application Load Balancer の設定

タスク 説明 必要なスキル

アプリケーションのターゲット
グループを作成します。

アプリケーションの UI リソース
のターゲットグループを作成し
ます。

クラウド管理者

API Gateway エンドポイントの
ターゲットグループを作成しま
す。

1. IP アドレスタイプでターゲッ
トグループを作成し、API 
Gateway エンドポイントの 
VPC エンドポイントの IP ア
ドレスをターゲットグループ
に追加します。

2. 成功コード200と403を使用し
てターゲットグループのヘル

クラウド管理者
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エピック

タスク 説明 必要なスキル
スチェックを設定します。API
は認証を使用して403応答を返
す可能性があるため、403が必
要です。

Application Load Balancer の作成 1. ルーティング可能なプ
ライベートサブネットに
Application Load Balancer (内
部) を作成します。

2. 443 リスナーをApplication 
Load Balancer に追加
し、ACM から証明書を選択し
ます。

クラウド管理者

リスナールールを作成する。 リスナールールを作成して次の
操作を行います。

1. ホスト api.domain.com を API 
Gateway のターゲットグルー
プに転送する

2. ホスト ui.domain.com を UI リ
ソースのターゲットグループ
に転送する

クラウド管理者

Route 53 の設定

タスク 説明 必要なスキル

プライベートホストゾーンの作
成。

domain.com のプライベートホス
トゾーンを作成します。

クラウド管理者

ドメインレコードを作成しま
す。

以下の CNAME レコードを作成
します。

• 値がApplication Load Balancer 
の DNS 名に設定された API

• 値がApplication Load Balancer 
の DNS 名に設定された UI

クラウド管理者

API Gateway にプライベート API エンドポイントを作成する

タスク 説明 必要なスキル

プライベート API エンドポイン
トを作成して設定します。

1. プライベート API エンドポ
イントを作成するには、API 
Gateway ドキュメントの
「Amazon API Gateway での
プライベート API の作成」の
指示に従ってください。 

2. VPC エンドポイントからの 
API への呼び出しのみを許可
するようにリソースポリシー

アプリ開発者、クラウド管理者
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関連リソース

タスク 説明 必要なスキル
を設定します。詳細について
は、API Gateway ドキュメン
トの「API Gateway リソース
ポリシーを使用して API への
アクセスを制御する」を参照
してください。

カスタムドメイン名を作成しま
す。

1. api.domain.com のカスタムド
メイン名を作成します。詳細
については、API Gateway ド
キュメントの「REST API の
カスタムドメイン名の設定」
を参照してください。

2. 作成した API とステージを
選択します。 詳細について
は、API Gateway ドキュメ
ントの「REST API の API 
Gateway の API マッピングを
使用する」を参照してくださ
い。

クラウド管理者

関連リソース
• Amazon API Gateway
• Amazon Route 53
• Application Load Balancer
• AWS PrivateLink
• AWS Certificate Manager

Amazon QuickSight ダッシュボードをローカルの 
Angular アプリケーションに埋め込む

ショーン・グリフィン (AWS) とミレーナ・ゴダウ (AWS) によって作成されました

環境:PoC またはパイロット テクノロジー:ウェブサイトと
ウェブアプリ、分析

AWS サービス:AWS Lambda、 
QuickSightアマゾン、Amazon 
API Gateway

概要
このパターンは、開発やテストのためにローカルでホストされている Angular アプリケーションに 
Amazon QuickSight ダッシュボードを埋め込むためのガイダンスを提供します。の埋め込み分析機能は、 
QuickSight この機能をネイティブにサポートしていません。 QuickSight 既存のダッシュボードとAngular
の知識を持つアカウントが必要です。

QuickSight 埋め込みダッシュボードを使用する場合、通常、ダッシュボードを表示するには、アプリケー
ションを Web サーバーでホストする必要があります。これにより、すべてが正しく動作していることを
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AWS 規範的ガイダンス パターン
前提条件と制限

確認するために変更を継続的にウェブサーバーにプッシュする必要があるため、開発がより困難になりま
す。このパターンは、ローカルでホストされたサーバーを実行し、 QuickSight 組み込み分析を使用して開
発プロセスをより簡単かつ合理化する方法を示しています。

前提条件と制限
前提条件

• アクティブなAmazon Web Services (AWS) アカウント
• QuickSight セッション容量価格が設定されているアクティブアカウント
• QuickSight 埋め込み SDK がインストールされています
• Angular CLI がインストール
• アンギュラーに精通していること
• mkcert がインストールされました

機能制限

• このパターンは、ANONYMOUS (公開されている) QuickSight 認証タイプを使用してダッシュボードを埋
め込む際のガイダンスを提供します。AWS Identity and Access Management (IAM) を使用している場
合、 QuickSight または埋め込みダッシュボードでの認証を使用している場合は、提供されたコードは適
用されません。ただし、EpicsセクションでAngularアプリケーションをホストする手順は引き続き有効
です (p. 2763)。

• ANONYMOUSID タイプで GetDashboardEmbedUrlAPI を使用するには、 QuickSight 容量料金プランが必
要です。

バージョン

• Angular CLI バージョン 13.3.4
• QuickSight 埋め込み SDK バージョン 1.19.0

アーキテクチャ
テクノロジースタック

• 角度のあるフロントエンド
• AWS Lambda と Amazon API Gateway のバックエンド

アーキテクチャ

このアーキテクチャでは、API Gateway の HTTP API により、ローカルの Angular アプリケーションが 
Lambda 関数を呼び出すことができます。Lambda 関数は、 QuickSight ダッシュボードを埋め込むための 
URL を返します。

自動化とスケール

AWS CloudFormation または AWS Serverless Application Model (AWS SAM) を使用して、バックエンドデ
プロイを自動化できます。

Tools
Tools
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AWS 規範的ガイダンス パターン
叙事詩

• Angular CLIは、Angularアプリケーションをコマンドシェルから直接初期化、開発、スキャフォール
ド、および保守するために使用するコマンドラインインターフェイスツールです。

• QuickSight 埋め込み SDK は、 QuickSight ダッシュボードを HTML に埋め込むために使用されます。
• mkcert は、ローカルで信頼できる開発証明書を作成するためのシンプルなツールです。設定は不要で

す。ダッシュボードを埋め込むには HTTPS QuickSight リクエストしか許可されないため、mkcert が必
要です。

AWS サービス

• Amazon API Gateway は、あらゆる規模の REST、HTTP、 WebSocket API を作成、公開、管理、モニ
タリング、保護するための AWS のサービスです。 

• AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティ
ングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あ
たり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に
対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。 

• Amazon QuickSight は、視覚化の構築、アドホック分析の実行、データからのビジネス上の洞察の取得
のためのビジネス分析サービスです。

叙事詩
埋め込み URL を生成する

タスク 説明 必要なスキル

EmbedUrl ポリシーを作成しま
す。

次のプロパティを持
つ、QuicksightGetDashboardEmbedUrlと
いう名前の IAM ポリシーを作成
します。

{ 
      "Version": 
 "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
            { 
                  "Effect": 
 "Allow", 
                  "Action": 
 [ 
                        
 "quicksight:GetDashboardEmbedUrl", 
                        
 "quickSight:GetAnonymousUserEmbedUrl" 
                  ], 
                  
 "Resource": "*" 
            } 
      ]
}

AWS 管理者

Lambda 関数を作成する 1. Lambda コンソールで、関数
ページを開きます。

2. [Create Function] (関数の作成) 
を選択します。

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
3. Author from scratch (製作者を
最初から) を選択します。

4. [Function name] (関数名) に
get-qs-embed-url と入力しま
す。

5. [Runtime] (ランタイム) では、
[Python 3.9] を選択します。

6. [Create Function] (関数の作成) 
を選択します。

7. 「コード」タブで、次のコー
ドを Lambda 関数にコピーしま
す。

import json
import boto3
from botocore.exceptions 
 import ClientError
import time
from os import environ

qs = 
 boto3.client('quicksight',region_name='us-
east-1')
sts = boto3.client('sts')

ACCOUNT_ID = 
 boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
DASHBOARD_ID = 
 environ['DASHBOARD_ID']

def 
 getDashboardURL(accountId, 
 dashboardId, 
 quicksightNamespace, 
 resetDisabled, 
 undoRedoDisabled): 
      try: 
            response = 
 qs.get_dashboard_embed_url( 
                  
 AwsAccountId = accountId, 
                  
 DashboardId = dashboardId, 
                  Namespace 
 = quicksightNamespace, 
                  
 IdentityType = 'ANONYMOUS', 
                  
 SessionLifetimeInMinutes = 
 600, 
                  
 UndoRedoDisabled = 
 undoRedoDisabled, 
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タスク 説明 必要なスキル
                
  ResetDisabled = 
 resetDisabled 
            ) 
            return response 
              
      except ClientError as 
 e: 
            print(e) 
            return "Error 
 generating embeddedURL: " + 
 str(e)

def lambda_handler(event, 
 context): 
      url = 
 getDashboardURL(ACCOUNT_ID, 
 DASHBOARD_ID, "default", 
 True, True)['EmbedUrl'] 
    return url

8. [Deploy] (デプロイ) をクリッ
クします。

ダッシュボード ID を環境変数と
して追加します。

DASHBOARD_ID環境変数として 
Lambda 関数に追加します。

1. [構成] タブで、[環境変数]、[編
集]、[環境変数の追加] を選択
します。

2. キーを使用して環境変数を追
加しますDASHBOARD_ID。

3. の値を取得するに
はDASHBOARD_ID、ダッ
シュボードに移動し、ブ
ラウザの URL の末尾にあ
る UUID をコピーします。 
QuickSight たとえば、URL 
がの場合https://us-
east-1.quicksight.aws.amazon.com/
sn/dashboards/
<dashboard-
id>、URL<dashboard-id>
の一部をキー値として指定し
ます。

4. [Save] (保存) を選択します。

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル

Lambda 関数へのアクセス権限を
追加します。

Lambda 関数の実行ロールを変更
し、QuicksightGetDashboardEmbedUrlポ
リシーを追加します。

1. [設定] タブで [権限] を選択
し、ロール名を選択します。

2. [ポリシーをアタッチ] を選択
しQuicksightGetDashboardEmbedUrl、検
索してチェックボックスを選
択し、[ポリシーをアタッチ] 
を選択します。

アプリケーションデベロッパー

Lambda 関数をテストします。 テストイベントを作成して実行
します。関数はテストイベン
トのデータを一切使用しないた
め、「Hello World」テンプレー
トを使用できます。

1. [Test] (テスト) タブを選択しま
す。

2. テストイベントに名前を付け
て、[保存] を選択します。

3. Lambda 関数をテストするに
は、[Test] を選択します。レ
スポンスは以下のようになり
ます。

{ 
  "statusCode": 200, 
  "body": "\"https://us-
east-1.quicksight.aws.amazon.com/
embed/
f1acc0786687783b9a4543a05ba929b3a/
dashboards/...
}

注:「前提条件と制限事項」セ
クションで説明したように、 
QuickSight アカウントはセッ
ション容量料金プランに含まれ
ている必要があります。そうし
ないと、このステップでエラー
メッセージが表示されます。

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

API Gateway での API の作成 1. API Gateway コンソールで
[API の作成] を選択し、次に 
[REST API]、[ビルド] を選択
します。
• [API 名] に「」と入力しま

すqs-embed-api。
• API の作成 を選択します。

2. 「アクション」 で「メソッド
を作成」を選択します。
• GET を選択し、チェック

マークを選択して確定しま
す。

• 統合タイプとして Lambda 
関数を選択します。

• Lambda 関数には、と入
力しますget-qs-embed-
url。

• [Save] (保存) を選択しま
す。

• 「Lambda 関数に権限を追
加」ボックスで、「OK」 を
選択します。

3. CORS を有効にする。
• 「アクション」 で「CORS 

を有効にする」を選択しま
す。

• [アクセス制御-オリジン
の許可] に、と入力しま
す'https://my-qs-
app.net:4200'。

• [CORS を有効にして既存の 
CORS ヘッダーを置換] を選
択し、確認します。

4. API をデプロイします。
• [Actions] (アクション) で 

[Deploy API] (API のデプロ
イ) を選択します。

• [デプロイされるステージ] 
で、[新しいステージ] を選
択します。

• [Stage name (ステージ名)] 
に dev と入力します。

• [デプロイ] を選択します。
• 呼び出し URL をコピーしま

す。

注:my-qs-app.netどのドメ
インでもかまいません。別のド
メイン名を使用する場合は、手

アプリケーションデベロッパー
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叙事詩

タスク 説明 必要なスキル
順 3 で Access-Control-Allow-
Origin 情報を更新し、my-qs-
app.net以降の手順で変更して
ください。

Angular アプリケーションを作成する

タスク 説明 必要なスキル

Angular CLI を使用してアプリ
ケーションを作成します。

1. アプリケーションを作成しま
す｡

ng new quicksight-app --
defaults
cd quicksight-app/src/app

2. ダッシュボードコンポーネン
トを作成します。

ng g c dashboard

3. src/environments/
environment.tsファイルに
移動し、apiUrl: '<Invoke 
URL from previous 
steps>'環境オブジェクトに
追加します。

export const environment = 
 { 
  production: false, 
  apiUrl: '<Invoke URL 
 from previous steps>',
};

アプリケーションデベロッパー

QuickSight 埋め込み SDK を追加
します。

1. プロジェクトのルートフォル
ダーで次のコマンドを実行し
て、 QuickSight Embedding 
SDK をインストールします。

npm i amazon-quicksight-
embedding-sdk

2. decl.d.tssrc 次の内容を
含む新しいファイルをフォル
ダに作成します。

declare module 'amazon-
quicksight-embedding-sdk';

アプリケーションデベロッパー

ダッシュボード.component.ts 
ファイルにコードを追加しま
す。

src/app/dashboard/
dashboard.component.ts次

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル
のコードをファイルに追加しま
す。

import { Component, OnInit } 
 from '@angular/core';
import { HttpClient } from 
 '@angular/common/http';
import * as 
 QuicksightEmbedding 
 from 'amazon-quicksight-
embedding-sdk';
import { environment } 
 from "../../environments/
environment";
import { take } from 'rxjs';

@Component({ 
   selector: 'app-
dashboard', 
   templateUrl: './
dashboard.component.html', 
   styleUrls: ['./
dashboard.component.css']
})
export class 
 DashboardComponent 
 implements OnInit { 

   constructor(private http: 
 HttpClient) { } 

   dashboard: any; 

   ngOnInit() { 
      
 this.GetDashboardURL(); 
   } 
   
   public GetDashboardURL() 
 { 
      
 this.http.get(environment.apiUrl) 
      .pipe(take(1)) 
      .subscribe(url => 
 this.Dashboard(url)); 
   } 

   public 
 Dashboard(embeddedURL: any) 
 { 
      var containerDiv = 
 document.getElementById("dashboardContainer"); 
      var options = { 
         url: embeddedURL, 
         container: 
 containerDiv, 
         scrolling: "yes", 
         height: "850px", 
         width: "100%" 
      }; 
      this.dashboard = 
 QuicksightEmbedding.embedDashboard(options); 
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タスク 説明 必要なスキル
   }
}

ダッシュボード.component.html 
ファイルにコードを追加しま
す。

以下のコードを src/
app/dashboard/
dashboard.component.html
ファイルに追加します。

<div 
 id="dashboardContainer"></
div>

アプリケーションデベロッパー

app.component.html ファイルを
変更して、ダッシュボードコン
ポーネントをロードします。

1. src/app/
app.component.htmlファ
イルの内容を削除します。

2. 以下を追加します。

<app-dashboard></app-
dashboard>

アプリケーションデベロッパー

app.module.ts HttpClientModule 
ファイルにインポートします。

1. src/app/
app.module.tsファイルの
先頭に、以下を追加します。

import 
 { HttpClientModule } from 
 '@angular/common/http';

2. HttpClientModuleimportsの
配列を追加してくださ
いAppModule.

アプリケーションデベロッパー

Angular アプリケーションをホストする

タスク 説明 必要なスキル

mkcert を設定します。 注:次のコマンドは Unix または 
macOS マシン用です。Windows 
を使用している場合は、「追加
情報 (p. 2772)」セクションで対
応する echo コマンドを参照して
ください。

1. マシンにローカル認証機関 
(CA) を作成します。

mkcert -install

2. 常にローカル PCmy-qs-
app.net にリダイレクトする
ように設定します。

アプリケーションデベロッパー
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タスク 説明 必要なスキル

echo "127.0.0.1 my-qs-
app.net" | sudo tee -a /
private/etc/hosts

3. Angularsrc プロジェクトの
ディレクトリにいることを確
認してください。

mkcert my-qs-app.net 
 127.0.0.1

QuickSight ドメインを許可する
ように設定します。

1. で QuickSight、右上隅で自
分の名前を選択してから、
[Manage Quicksight (クイック
サイト管理)] を選択します。

2. [ドメイン] と [埋め込み] に移
動します。

3. https://my-qs-
app.net:4200許可ドメイン
として追加します。

AWS 管理者

ソリューションをテストしま
す。

次のコマンドを実行して、ロー
カルのAngular開発サーバーを開
始します。

ng serve --host my-qs-
app.net --port 4200 --ssl 
 --ssl-key "./src/my-qs-
app.net-key.pem" --ssl-cert 
 "./src/my-qs-app.net.pem" -
o

これにより、以前に作成したカ
スタム証明書を使用して Secure 
Sockets Layer (SSL) が有効にな
ります。

ビルドが完了すると、ブラウザ
ウィンドウが開き、 QuickSight 
Angularでローカルにホストされ
ている埋め込みダッシュボード
が表示されます。

アプリケーションデベロッパー

関連リソース
• アンギュラーウェブサイト
• 匿名 (未登録) QuickSight ユーザー用のデータダッシュボードの埋め込み (QuickSight ドキュメント)
• QuickSight 埋め込み SDK
• MICERT ツール
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追加情報

追加情報
Windows を使用している場合は、管理者としてコマンドプロンプトウィンドウを実行し、次のコマンドを
使用して常にローカル PCmy-qs-app.net にリダイレクトするように構成します。 

echo 127.0.0.1 my-qs-app.net >> %WINDIR%\System32\Drivers\Etc\Hosts

その他のパターン
• Amazon Cognito ID プールを使用して ASP.NET コアアプリケーションから AWS サービスにアクセスす

る (p. 2339)
• AWS Fargate、AWS、およびNetwork Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナアプリ

ケーションにプライベートにアクセスします。 PrivateLink (p. 199)
• AWS PrivateLink とNetwork Load Balancer を使用して Amazon ECS 上のコンテナアプリケーションに

プライベートにアクセスする (p. 189)
• Amazon Transcribe と Amazon Comprehend を使用して音声をリアルタイムで分析します (p. 1078)
• 以下を使用して移行戦略の特定と計画を自動化します AppScore (p. 1239)
• Amazon S3 への静的ウェブサイトデプロイを自動化 (p. 705)
• AWS、AWS、および AWS CodeCommit Device Farm を使用して CodePipeline iOS アプリケーション

を構築してテストする (p. 727)
• HashiCorp Packer CodePipeline を使用してパイプラインと AMI を作成する (p. 757)
• を使用してパイプラインを作成し、アーティファクト更新をオンプレミスの EC2 インスタンスにデプロ

イします。 CodePipeline (p. 762)
• Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステムを

マウントします。 (p. 251)
• gRPC ベースのアプリケーションを Amazon EKS クラスターにデプロイし、Application Load Balancer 

を使用してアクセスする (p. 300)
• Amazon ECR と AWS Fargate を使用して Java マイクロサービスを Amazon ECS にデプロイしま

す (p. 264)
• Amazon ECR とロードバランシングを使用して Java マイクロサービスを Amazon ECS にデプロイしま

す (p. 270)
• AWS Fargate を使用して Java マイクロサービスを Amazon ECS にデプロイする (p. 260)
• Microsoft Azure サービスバスから Amazon SQS へのメッセージングキューの移行 (p. 1794)
• .NET アプリケーションを Microsoft Azure アプリケーションサービスから AWS Elastic Beanstalk に移

行する (p. 1861)
• オンプレミスの Go ウェブアプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に AWS Elastic Beanstalk に移行

します。 (p. 1517)
• SFTP 用 AWS Transfer を使用してオンプレミスの SFTP サーバーを AWS に移行する (p. 1521)
• IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 上の Apache Tomcat への移行 (p. 1851)
• Auto Scaling による Amazon EC2 上の IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Apache Tomcat 

への移行 (p. 1856)
• オラクルから AWS Elastic Beanstalk GlassFish への移行 (p. 1529)
• AWS App2Container を使用してオンプレミスの Java アプリケーションを AWS に移行する (p. 1940)
• OpenText TeamSite ワークロードを AWS クラウドに移行 (p. 1652)
• ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行する (p. 1790)
• ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS で最新化 (p. 2176)
• Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET コアウェブ API Docker コンテナを実行する (p. 387)
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その他のパターン

• AWS PeopleSoft に高可用性アーキテクチャをセットアップ (p. 145)
• Network Firewall を使用して、アウトバウンドトラフィックのサーバー名表示 (SNI) から DNS ドメイン

名を取得します。 (p. 2584)
• Flask と AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化する (p. 1139)
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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