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注意 

本書は情報提供のみを目的としています。本書の発行時点における AWS の現行

製品と慣行を表したものであり、それらは予告なく変更されることがあります。

お客様は本文書の情報および AWS 製品の使用について独自に評価する責任を負

うものとします。これらの情報は、明示または黙示を問わずいかなる保証も伴う

ことなく、「現状のまま」提供されるものです。本文書内のいかなるものも、

AWS、その関係者、サプライヤ、またはライセンサーからの保証、表明、契約

的なコミットメント、条件や確約を意味するものではありません。お客様に対す

る AWS の責任は AWS 契約によって規定されています。また、本文書は、AWS 

とお客様との間の契約に属するものではなく、また、当該契約が本文書によって

修正されることもありません。 
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要約 

世界中のエンタープライズにいるデータエンジニア、データアナリスト、開発者

は、データウェアハウスをクラウドに移行してパフォーマンスを高め、コストを

削減しようとしています。このホワイトペーパーでは、分析およびデータウェア

ハウスアーキテクチャに対する最新のアプローチについて説明し、このアーキテ

クチャを実装するためにアマゾン ウェブ サービス (AWS) で利用可能なサービス

の概要を示します。また、これらのサービスを使用するデータウェアハウスソ

リューションを構築するための一般的な設計パターンについても説明します。 

 

はじめに  

今日、データと分析はビジネスにとって欠かせないものとなっています。ほとん

どのすべての大企業が、レポートと分析を目的として、さまざまなソース (自社

のトランザクション処理システムや他のデータベースなど) から取得されたデー

タを使用するデータウェアハウスを構築してきました。 

しかし、データウェアハウス (1 つ以上のデータソースから取得された情報の中

央リポジトリ) の構築と運用は常に複雑で、コストがかかりました。ほとんどの

データウェアハウスシステムはセットアップが複雑で、ソフトウェアとハード

ウェアの先行投資として数百万ドルかかります。また、計画、調達、実装、デプ

ロイプロセスに数か月かかることがあります。初期投資を行って、データウェア

ハウスをセットアップしたら、クエリをすばやく実行してデータ損失から保護す

るためにデータベース管理者のチームを雇用する必要があります。 
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従来のデータウェアハウスは、拡張も困難です。データボリュームが増えた場合

や、分析とレポートを利用可能なユーザーを増やしたい場合、クエリパフォーマ

ンスの低下を受け入れるか、コストのかかるアップグレードプロセスに時間と労

力を費やすかを選ぶ必要があります。事実、既存のサービスレベル契約を守るた

め、データの増加やクエリの追加を断念している IT チームがあります。多くの

エンタープライズは、従来のデータベースベンダーとの健全な関係を維持するこ

とに苦しんでいます。マネージドシステムのハードウェアをアップグレードする

ように求められたり、期限切れを迎えたライセンスの交渉サイクルが長引くこと

がよくあります。1 つのデータウェアハウスエンジンの拡張の限界に到達する

と、同じベンダーが提供する、異なる SQL セマンティクスを使用する別のエン

ジンに移行するように求められます。 

Amazon Redshift は、機能とパフォーマンスを犠牲にせずにデータウェアハウス

システムをデプロイするのに必要なコストと労力を大幅に下げることにより、エ

ンタープライズによりデータウェアハウスの考え方を変えました。Amazon 

Redshift は、高速で完全マネージド型のペタバイト規模を誇るデータウェアハウ

スソリューションです。シンプルで費用対効果の高さが特長であり、大量のデー

タを既存のビジネスインテリジェンス (BI) ツールで分析できます。Amazon 

Redshift では、10 分の 1 のコストで超並列処理 (MPP) を実行する列データウェ

アハウスエンジンのパフォーマンスが向上します 1 時間あたり 0.25 ドルという

小額から初めて、テラバイトあたり年間 1,000 ドルという数ペタバイト規模ま

で拡張することができます。 
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2013 年 2 月から提供を開始された Amazon Redshift は、急速に成長する AWS 

サービスの 1 つであり、業界や会社の規模にかかわらず何千何万ものお客様が利

用しています。NTT DOCOMO、FINRA、 Johnson & Johnson、Hearst、

Amgen、NASDAQ などのエンタープライズが Amazon Redshift に移行しまし

た。そのため、 Amazon Redshift は「 Forrester Wave: Enterprise Data 

Warehouse, Q4 2015」でリーダーとして位置付けられています。1 

このホワイトペーパーでは、データウェアハウス領域をオンプレミスからクラウ

ドに移行する際に生じる戦略的な変化を活用するのに必要な情報を示します。 

• 最新の分析アーキテクチャ 

• そのアーキテクチャで使用可能なデータウェアハウステクノロジーの選

択肢 

• Amazon Redshift の詳細と他と異なる特徴 

• Amazon Redshift と他のサービスを使用して AWS でデータウェアハウス

システム一式を構築するための計画 

• 他のデータウェアハウスソリューションから移行して当社のパートナーエ

コシステムを利用するための実践的なヒント 

 

https://www.forrester.com/The+Forrester+Wave+Enterprise+Data+Warehouse+Q4+2015/fulltext/-/E-res124041
https://www.forrester.com/The+Forrester+Wave+Enterprise+Data+Warehouse+Q4+2015/fulltext/-/E-res124041
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最新の分析およびデータウェアハウスアー

キテクチャ 

繰り返しになりますが、データウェアハウスは 1 つ以上のデータソースから取得

された情報の中央リポジトリです。データは通常、トランザクション型システム

や他のリレーショナルデータベースからデータウェアハウスに流入し、多くの場

合は構造化データ、半構造化データ、非構造化データが含まれています。この

データは、一定のペースで処理、変換され、取り込まれます。データサイエン

ティスト、ビジネスアナリスト、意思決定者などのユーザーは、BI ツール、

SQL クライアント、スプレッドシートを通じてデータにアクセスします。 

そもそも、なぜデータウェアハウスを構築するのでしょうか。トランザクション

が記録されるオンライントランザクション処理 (OLTP) データベースで、直接分

析クエリを実行するだけではないのはなぜでしょうか。この質問の答えを見つけ

るため、データウェアハウスと OLTP データベースの違いを考えてみましょ

う。データウェアハウスは、バッチ処理された書き込み操作と大量のデータの読

み取りに合わせて最適化されていますが、OLTP データベースは連続書き込み操

作と大量の小規模な読み取り操作に合わせて最適化されます。一般に、データ

ウェアハウスはデータスループット要件が高いため、Star スキーマや Snowflake 

スキーマなどの非正規化スキーマを採用していますが、OLTP データベースは、

高いトランザクションスループット要件により適している、高度に正規化された

スキーマを採用しています。Star スキーマは、多数のディメンションテーブル

を参照するいくつかの大規模なファクトテーブルで構成されています。Star ス

キーマの拡張である Snowflake スキーマは、さらに正規化されたディメンショ

ンテーブルで構成されています。 
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ソース OLTP や他のソースシステムで別個のデータストアとして管理される

データウェアハウスを使用することからメリットを引き出すため、効率的なデー

タパイプラインを構築することをお勧めします。そのようなパイプラインでは

データがソースシステムから抽出されて、データウェアハウスに適したスキーマ

に変換された後、データウェアハウスにロードされます。次のセクションでは、

分析パイプラインの構成要素と、パイプラインの構築に使用できるさまざまな 

AWS サービスについて説明します。 

分析アーキテクチャ 
分析パイプラインは、データベース、アプリケーション、デバイスなど、異種混

在型のソースから生成された大量の受信データストリームを処理できるように設

計されています。 

一般的な分析パイプラインは次のステージで構成されています。 

1. データを収集する。 

2. データを保存する。 

3. データを処理する。 

4. データを分析してビジュアル化する。 
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実例については、次の図 1 を参照してください。 

図 1: 分析パイプライン 

 

データ収集 

データ収集ステージでは、トランザクションデータ、ログデータ、ストリーミン

グデータ、Internet of Things (IoT) データなど、さまざまなタイプのデータが存

在することを考慮に入れます。AWS では、これらの各タイプのデータに合わせ

たデータストレージソリューションを用意しています。 
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トランザクションデータ 

e コマース購入トランザクションや財務トランザクションなどのトランザクショ

ンデータは、通常リレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) または 

NoSQL データベースシステムに保存されます。どのデータベースソリューショ

ンを選択するかは、ユースケースとアプリケーション特性によって決まります。

NoSQL データベースは、定義済みスキーマに合わせてデータが十分に構造化さ

れていない場合や、スキーマが頻繁に変わる場合に適しています。一方、

RDBMS ソリューションは、トランザクションが複数のテーブル行にまたがって

実行され、クエリに複雑な結合が必要な場合に適しています。Amazon 

DynamoDB は、アプリケーションの OLTP ストアとして使用できるフルマネー

ジド型 NoSQL データベースサービスです。Amazon RDS を使用すると、アプリ

ケーションの SQL ベースのリレーショナルデータベースソリューションを実装

できます。 

ログデータ 

システムにより生成されたログを確実にキャプチャすると、ログに保存された情報

を使用して問題のトラブルシューティング、監査の実施、分析の実行が可能になり

ます。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ログデータなど、分析に使

用される非トランザクションデータによく利用されているストレージソリューショ

ンです。9 x 11 の耐久性 (つまり、99.999999999% の耐久性) を備えているため、

Amazon S3 はアーカイブソリューションとしてもよく利用されています。 
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ストリーミングデータ 

ウェブアプリケーション、モバイルデバイス、多くのソフトウェアアプリケー

ションおよびサービスでは、膨大な量のストリーミングデータ (ときには 1 時間

あたりテラバイト) が生成されることがあるため、連続的に収集、保存、処理す

る必要があります。2 Amazon Kinesis サービスを使用すると、これをシンプルか

つ低コストな方法で行うことができます。 

IoT データ 

世界中のデバイスとセンサーがメッセージをひっきりなしに送信しています。エ

ンタープライズは現在、このデータをキャプチャし、そこからインテリジェンス

を引き出す必要性を感じています。AWS IoT を使用すると、接続デバイスが 

AWS クラウドと簡単かつ安全にやり取りすることができます。AWS IoT を利用

すると、AWS Lambda、Amazon Kinesis、Amazon S3、Amazon Machine 

Learning、Amazon DynamoDB などの AWS サービスを使用して、インフラスト

ラクチャを管理しなくても IoT データを収集、処理、分析し、それに基づいて

行動するアプリケーションを構築しやすくなります。 

データ処理 

収集プロセスでは、役立つ情報が含まれている可能性のあるデータが確保されま

す。抽出された情報を分析し、ビジネスの成長に役立つインテリジェンスを探し

ます。たとえば、このインテリジェンスからは、ユーザー行動と製品の相対的人

気度がわかる可能性があります。このインテリジェンスを収集するためのベスト

プラクティスは、raw データをデータウェアハウスにロードしてさらに分析を実

行することです。 

http://aws.amazon.com/streaming-data/
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これを行うため、2 タイプの処理ワークフロー (バッチおよびリアルタイム) が

用意されています。最も一般的な形の処理であるオンライン分析処理 (OLAP) と 

OLTP は、それぞれこれらのいずれかのタイプを使用します。オンライン分析処

理 (OLAP) は通常バッチベースです。一方、OLTP システムはリアルタイム処理

を使用することが多く、通常はバッチベースの処理に適していません。OLTP シ

ステムからデータ処理を分離する場合、データ処理が OLTP ワークロードに影

響を与えないようにしてください。 

まず、何がバッチ処理に関係するのかを見てみましょう。 

抽出、変換、ロード (ETL) 

ETL は、複数のソースからデータを引き出してデータウェアハウスシステムに

ロードするプロセスです。ETL は通常、明確に定義されたワークフローを伴う

継続的な連続プロセスです。このプロセスでは、データが最初に 1 つ以上のソー

スから抽出されます。その後、抽出されたデータが最適化、強化、変換され、

データウェアハウスにロードされます。ETL パイプラインでは、大量のデータ

の変換を実行するために、Apache Pig や Apache Hive などの Hadoop フレーム

ワークツールがよく使用されています。 

抽出、ロード、変換 (ELT) 

ELT は、ETL の変化形であり、抽出されたデータが最初にターゲットシステム

にロードされます。変換は、データがデータウェアハウスにロードされた後に実

行されます。ELT は通常、ターゲットシステムに変換を処理する能力が十分に

ある場合に適しています。Amazon Redshift は、変換を非常に効率的に行うた

め、多くの場合 ELT パイプラインで使用されます。 
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オンライン分析処理 (OLAP) 

OLAP システムには、集計された履歴データが多次元スキーマで保存されます。

データマイニングで広く使用されている OLAP システムでは、データを抽出し

て、複数の次元で傾向を把握することができます。高速結合に最適化されている

ため、Amazon Redshift は多くの場合 OLAP システムの構築に使用されます。 

では、何がデータのリアルタイム処理に関係するのかを見てみましょう。 

リアルタイム処理 

ストリーミングデータについて説明した際、ストリーミングデータをキャプチャ

して保存するためのソリューションとして Amazon Kinesis に触れました。この

データは、レコード単位またはスライディング時間枠で連続的かつ増分的に処理

することができます。処理されたデータは、相関性、集計、フィルタリング、サ

ンプリングなど、さまざまな分析に使用できます。このタイプの処理は、リアル

タイム処理と呼ばれます。リアルタイム処理から派生した情報により、企業は、

サービスの利用状況 (計測や請求のため)、サーバーアクティビティ、ウェブサイ

トのクリック数、デバイスの位置情報、ユーザー、物理的な商品など、ビジネス

や顧客アクティビティのさまざまな側面を把握することができ、状況の変化にす

ぐに対応できるようになります。リアルタイム処理には、同時実行性が高いス

ケーラブルな処理レイヤーが必要です。 

ストリーミングデータをリアルタイムで処理するには、AWS Lambda を使用で

きます。Lambda は、AWS IoT または Amazon Kinesis Streams から直接データ

を処理できます。Lambda を使用すると、サーバーをプロビジョニングまたは管

理しなくてもコードを実行できます。 
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Amazon Kinesis クライアントライブラリ (KCL) を使用することによっても、

Amazon Kinesis Streams のデータを処理できます。KCL では、受信データを

バッチ処理してさらに処理を行うことができるため、AWS Lambda より柔軟性

があります。KCL を使用すると、処理ロジックに広範な変換とカスタマイズを

適用することもできます。 

Amazon Kinesis Firehose は、ストリーミングデータを AWS にロードする最も

簡単な方法です。ストリーミングデータをキャプチャし、Amazon Redshift に自

動的にロードすることができるため、現在既に使用している既存の BI ツールと

ダッシュボードによってほぼリアルタイムの分析を行うことが可能になります。

Firehose でバッチ処理ルールを定義すると、Firehose によりデータが確実に

バッチ処理され、Amazon Redshift に配信されます。 

データストレージ 

データは、以下で説明するとおり、データウェアハウスまたはデータマートに保

存できます。 

データウェアハウス 

前述のとおり、データウェアハウスは 1 つ以上のデータソースから取得された情

報の中央リポジトリです。データウェアハウスを使用すると、大量のデータに高

速分析を実行し、BI ツールを利用してデータに隠されたパターンを明らかにす

ることができます。データサイエンティストは、データウェアハウスにクエリを

実行し、オフライン分析を実行して傾向を把握します。組織のユーザーは、アド

ホック SQL クエリ、定期レポート、ダッシュボードを使用してデータを利用

し、ビジネス上の重要な決定を下します。 
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データマート 

データマートは、特定の機能領域や分野に重点を置いた簡単な形式のデータ

ウェアハウスです。たとえば、組織内の部門ごとに特定のデータマートを配置

したり、リージョンに基づいてデータをセグメント化したりすることができま

す。データマートは、大規模なデータウェアハウス、運用中のストア、または

これら 2 つの混合から構築することができます。データマートの設計、構築、

管理はシンプルです。ただし、データマートは特定の機能領域に重点を置いて

いるため、機能領域をまたいでクエリを実行すると分散が原因で複雑になる可

能性があります。 

Amazon Redshift を使用すると、データウェアハウスだけでなくデータマートを

構築できます。 

分析と可視化 

データを処理してさらに分析可能な状態にしたら、処理されたデータを分析およ

び可視化するための適切なツールが必要です。 

多くの場合、データの処理に使用したのと同じツールを使用してデータ分析を実

行できます。SQL Workbench などのツールを使用し、ANSI SQL によって 

Amazon Redshift のデータを分析できます。Amazon Redshift は、よく使用され

ている市販のサードパーティー BI ソリューションでも適切に動作します。 

Amazon QuickSight は、クラウド駆動の高速な BI サービスです。視覚化を作成

して、アドホック分析を実行し、データからビジネス上の洞察をすばやく得るこ

とが簡単になります。Amazon QuickSight は Amazon Redshift と統合されてお

り、現在はプレビュー版です。一般公開は 2016 年後半の予定です。 
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Amazon S3 をプライマリストレージとして使用している場合、分析と可視化を

実行する方法として、Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) で Apache 

Spark ノートブックを実行するのが一般的です。このプロセスを使用すると、

SQL を実行したり、Python や Scala などの言語で記述されたカスタムコードを

実行したりする際の柔軟性が高まります。 

視覚化する別の方法として、Apache Zeppelin があります。これは、オープン

ソースの BI ソリューションであり、Amazon EMR で実行すると、Spark SQL を

使用して Amazon S3 のデータを可視化することができます。Apache Zeppelin 

を使用すると、Amazon Redshift のデータを可視化することもできます。 

AWS サービスによる分析パイプライン 

AWS には、エンドツーエンド分析プラットフォームを実装するための広範な

サービスセットがあります。図 2 に、前述のサービスと、それらのサービスが

分析パイプラインのどこに位置するのかを示します。 
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図 2: AWS サービスによる分析パイプライン 

データウェアハウステクノロジーのオプション 

このセクションでは、データウェアハウスの構築に使用可能なオプションとし

て、行指向データベース、列指向データベース、超並列処理アーキテクチャにつ

いて説明します。 
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行指向データベース 
行指向データベースでは通常、行全体が物理ブロックに保存されます。セカンダ

リインデックスにより、高いパフォーマンスの読み取りオペレーションが実現し

ます。Oracle Database Server、Microsoft SQL Server、MySQL、PostgreSQL な

どのデータベースは、行指向データベースシステムです。これらのシステムは、

従来からデータウェアハウスに使用されてきましたが、分析よりトランザクショ

ン処理 (OLTP) の方が向いています。 

データウェアハウスとして使用される行ベースシステムのパフォーマンスを最適

化するため、開発者は、マテリアライズされたビューの構築、事前集約された

ロールアップテーブルの作成、考えられるあらゆる述語の組み合わせに関するイ

ンデックスの構築、クエリオプティマイザによるパーティション削除を活用する

ためのデータパーティショニングの実装、インデックスベースの結合の実行な

ど、多くの手法を使用します。 

従来の行ベースのデータストアは、単一のマシンで使用可能なリソースにより制

限されます。データマートは、機能シャーディングを使用することでこの問題を

ある程度軽減します。データウェアハウスを、それぞれ特定の機能領域を満たす

複数のデータマートに分割できます。ただし、時間の経過とともにデータマート

が大きくなると、データ処理速度が低下します。 

行ベースのデータウェアハウスでは、各クエリは、クエリ述語を満たすブロック

内のすべての行に関して、すべての列 (選択しなかった列を含む) を読み取る必

要があります。このアプローチでは、データウェアハウスに大きなパフォーマン

スボトルネックが生じます。テーブルには多くの列がありますが、クエリが使用

するのはわずかな列です。 
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列指向データベース 
列指向データベースは、行全体をブロックにまとめるのではなく、各列をそれぞ

れの物理ブロックセットに整理します。この機能により、ディスク (またはメモ

リ) からクエリによりアクセスされる列のみ読み取ればよいため、読み取り専用

クエリの場合に列の I/O 効率が向上します。このアプローチの結果、データ

ウェアハウスには行指向データベースよりも列指向データベースの方が適切な選

択肢となります。 

図 3: 行指向データベースと列指向データベース 
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上の図 3 は、行指向データベースと列指向データベースの主な違いを示してい

ます。行指向データベースでは行がそれぞれのブロックにまとめられ、列指向

データベースでは列がそれぞれのブロックにまとめられます。 

列指向データベースを使用することによる高速な I/O に次ぐメリットは、圧縮

の向上です。各列がそれぞれブロックセットにまとめられるため、各物理ブロッ

クには同じデータの種類が含まれることになります。すべてのデータの種類が同

じ場合、データベースは非常に効率的な圧縮アルゴリズムを使用できます。その

結果、行指向データベースと比べて必要なストレージが少なくなります。このア

プローチの結果、同じデータが保存されるブロックが少なくなるため、I/O も大

幅に減少します。 

データウェアハウスに使用されている列指向データベースの例として、Amazon 

Redshift、Vertica、Teradata Aster、Druid などがあります。 

超並列処理アーキテクチャ 
MPP アーキテクチャでは、データを処理するためにクラスターで使用可能なす

べてのリソースを使用できます。したがって、ペタバイト規模のデータウェアハ

ウスのパフォーマンスが大幅に向上します。MPP データウェアハウスでは、ク

ラスターにノードを追加するだけでパフォーマンスを高めることができます。

Amazon Redshift、Druid、Vertica、GreenPlum、Teradata Aster は、MPP アー

キテクチャ上に構築されたデータウェアハウスの例です。Hadoop や Spark など

のオープンソースフレームワークでも MPP がサポートされます。 
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Amazon Redshift の詳細 

列指向 MPP テクノロジーとして、Amazon Redshift には、効率的な圧縮、I/O 

の削減、ストレージ要件の緩和など、パフォーマンスと費用効率が高いデータ

ウェアハウスに貢献する主な利点があります。ANSI SQL をベースとしているた

め、ほとんど、またはまったく変更を加えなくても既存のクエリを実行できま

す。その結果、現在ではエンタープライズのデータウェアハウスとデータマート

によく利用されています。このセクションでは、Amazon Redshift とその機能に

ついて詳細に説明します。 

Amazon Redshift では、列指向ストレージ、および複数ノード間でのクエリの並

列化と分散化により、ほぼすべてのデータサイズに対応する高速なクエリと I/O 

のパフォーマンスを実現しています。データウェアハウスのプロビジョニング、

設定、モニタリング、バックアップ、保護に関連するほとんどの一般的な管理タ

スクが自動化されるので、低いコストで簡単に管理できます。この自動化によ

り、ペタバイト規模のデータウェアハウスを数分で構築できます。従来のオンプ

レミス実装のように数週間あるいは数か月かかることはありません。 

パフォーマンス 

Amazon Redshift は、列指向ストレージ、データ圧縮、ゾーンマップにより、ク

エリ実行に必要な I/O の量を抑えています。インターリーブソートにより、イ

ンデックスや予測を維持するためのオーバーヘッドを生じさせずにパフォーマン

スが向上します。 
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Amazon Redshift は、MPP アーキテクチャを採用しており、SQL オペレーショ

ンの並列化と分散化によって使用可能なすべてのリソースを活用します。基盤と

なるハードウェアは、高パフォーマンスなデータ処理に合わせて設計されてお

り、CPU とドライブの間のスループットを最大化するためにローカル接続スト

レージを使用し、ノード間のスループットを最大化するために 10 GigE メッシュ

ネットワークを使用しています。パフォーマンスは、データウェアハウスのニー

ズに基づいて調整できます。AWS には、ソリッドステートドライブを使用する

高密度コンピューティング (DC) オプションと高密度ストレージ (DS) オプショ

ンが用意されています。ソフトウェアアップグレードの継続的なデプロイメント

により、ユーザーが操作しなくてもパフォーマンスが継続的に向上します。 

耐久性と可用性 
データの耐久性と可用性を最大限に高めるため、Amazon Redshift はデータウェ

アハウスクラスター内で障害が発生したノードを自動的に検出して置き換えま

す。代替ノードはすぐに使用可能になり、最もよくアクセスするデータが最初に

ロードされるため、可能な限り早くデータのクエリ実行を再開できます。

Amazon Redshift は、クラスター全体でデータをミラーリングするため、別の

ノードのデータを使用して、障害が発生したノードを再構築します。代替ノード

がプロビジョニングされてクラスターに追加されるまで、クラスターは読み取り

専用モードになりますが、通常はわずか数分しかかかりません。 

Amazon Redshift クラスターは、1 つのアベイラビリティーゾーンに配置されま

す。3 ただし、Amazon Redshift のマルチ AZ セットアップを行う場合、ミラー

を作成した後、レプリケーションとフェイルオーバーを自己管理できます。 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
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Amazon Redshift 管理コンソールで数回クリックするだけで、Amazon Redshift 

に堅牢な災害復旧 (DR) 環境をセットアップできます。バックアップのコピー

は、複数の AWS リージョンに保持できます。ある AWS リージョンでサービス

の中断が発生した場合、別の AWS リージョンのバックアップからクラスターを

復元できます。クラスターへの読み取り/書き込みアクセスは、復元オペレー

ションの開始から数分以内に取得できます。 

スケーラビリティと伸縮自在性 
コンソールで数回クリックするか、API 呼び出しを使用するだけで、パフォーマ

ンスまたはキャパシティーのニーズが変わったときにノードの数やタイプを簡単

に変更することができます。4 Amazon Redshift では、160 GB の単一ノードから

始め、多数のノードを使用したペタバイト以上の圧縮ユーザーデータまで拡張す

ることができます。詳細については、『Amazon Redshift クラスター管理ガイ

ド』の「クラスターおよびノードについて」を参照してください。5 

サイズを変更すると、Amazon Redshift により既存のクラスターが読み取り専用

モードに変更され、選択したサイズの新しいクラスターがプロビジョニングされ

た後、古いクラスターから新しいクラスターにデータが並行してコピーされま

す。このプロセス中にお支払いいただくのは、アクティブな Amazon Redshift 

クラスターの料金だけです。新しいクラスターのプロビジョニング中は、古いク

ラスターに対してクエリを引き続き実行できます。データが新しいクラスターに

コピーされると、Amazon Redshift によりクエリが新しいクラスターに自動的に

リダイレクトされ、古いクラスターが削除されます。 

http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/APIReference/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html#rs-about-clusters-and-nodes
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Amazon Redshift API アクションを使用すると、クラスターの起動、クラスター

のスケール、バックアップの作成、バックアップの復元などをプログラムにより

行うことができます。このアプローチを使用すると、これらの API アクション

を既存の自動化スタックに統合したり、ニーズに合ったカスタム自動化を構築し

たりすることができます。 

インターフェイス 

Amazon Redshift には、カスタム Java Database Connectivity (JDBC) ドライ

バーと Open Database Connectivity (ODBC) ドライバーが用意されており、コン

ソールの [Connect Client] タブからダウンロードできます。つまり、使い慣れ

たさまざまな SQL クライアントを使用できます。さらに、標準の PostgreSQL 

JDBC ドライバーと ODBC ドライバーを使用することもできます。Amazon 

Redshift ドライバーの詳細については、『Amazon Redshift データベース開発者

ガイド』の「Amazon Redshift および PostgreSQL」を参照してください。6  

よく使用されている多くの BI および ETL ベンダーとの検証済みの統合の例も多

く用意されています。7 これらの統合では、各コンピューティングノードでロー

ドとアンロードを並行して実行すると、Amazon S3、Amazon EMR、Amazon 

DynamoDB など、複数のリソースとの間でデータを取り込みまたはエクスポー

トする速度を最大限に高めることができます。Amazon Kinesis Firehose を使用

してストリーミングデータを Amazon Redshift に簡単にロードすることができ

るため、既存の BI ツールとダッシュボードによってほぼリアルタイムの分析を

行うことが可能になります。コンピューティングの使用率、メモリの使用率、ス

トレージの使用率、Amazon Redshift データウェアハウスクラスターへの読み取

り/書き込みトラフィックのメトリックスは、コンソールまたは  Amazon 

CloudWatch API オペレーションを使用することで確認することができます。 

http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_redshift-and-postgres-sql.html
http://aws.amazon.com/redshift/partners/
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セキュリティ 

データのセキュリティを確保するため、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 

VPC) サービスをベースとする仮想プライベートクラウド内で Amazon Redshift 

を実行できます。VPC のソフトウェア定義のネットワーキングモデルを使用す

ると、設定したルールに基づいてトラフィックを制限するファイアウォールルー

ルを定義できます。8 Amazon Redshift は、クライアントアプリケーションと 

Amazon Redshift データウェアハウスクラスターの間で SSL が有効な接続をサ

ポートするため、転送中にデータを暗号化できます。 

Amazon Redshift コンピューティングノードにはデータが保存されますが、デー

タにはクラスターのリーダーノードからのみアクセスできます。この分離によ

り、新たなセキュリティレイヤーが追加されます。Amazon Redshift は AWS 

CloudTrail と統合されているため、すべての Amazon Redshift API 呼び出しを監

査することができます。9 データ保管時のセキュリティを維持するため、各ブ

ロックがディスクに書き込まれるときに、Amazon Redshift はハードウェア加速

化 AES-256 暗号化を使用して各ブロックを暗号化します。この暗号化は、I/O 

サブシステムの低いレベルで行われます。I/O サブシステムは、中間クエリ結果

を含む、ディスクに書き込まれるすべての内容を暗号化します。ブロックはその

ままの状態でバックアップされます。つまり、バックアップも暗号化されていま

す。デフォルトでは、Amazon Redshift がキー管理を行いますが、独自のハード

ウェアセキュリティモジュール (HSM) を使用してキーを管理したり、AWS キー

管理サービスを使用してキーを管理したりすることを選択できます。1011 

https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-HSM.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-HSM.html
https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/kms/
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費用 モデル 

Amazon Redshift では、長期契約や初期費用が必要ありません。この料金設定ア

プローチにより、設備投資が不要になり、データウェアハウスのキャパシティー

を前もって計画および購入することの複雑さから解放されます。料金は、クラス

ター内のノードのサイズと数に基づいて決まります。 

お客様がプロビジョニングしたストレージの 100% までバックアップストレージ

に追加料金がかかりません。たとえば、ストレージが合計 4 TB の 2 つのノード

が存在するアクティブなクラスターを利用している場合、AWS は追加料金なし

で最大 4 TB のバックアップストレージを Amazon S3 で提供します。プロビ

ジョニングされたストレージサイズを超えるバックアップストレージと、クラス

ターの終了後に保存されたバックアップは、Amazon S3 の標準料金で課金され

ます。12 Amazon S3 と Amazon Redshift の間の通信にデータ転送料金はかかり

ません。詳細については、「Amazon Redshift 料金表」をご覧ください。13 

理想的な使用パターン 
Amazon Redshift は、既存の BI ツールを使用したオンライン分析処理 (OLAP) 

に適しています。組織は、次の目的で Amazon Redshift を使用しています。 

• エンタープライズ BI およびレポートを実行する 

• 全世界における複数製品の販売データを分析する 

• 過去の株式取引データを保存する 

• 広告のインプレッション数やクリック数を分析する 

• ゲームデータを集計する 

http://aws.amazon.com/s3/pricing/
http://aws.amazon.com/redshift/pricing/
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• ソーシャルトレンドを分析する 

• 医療における臨床的品質、運用効率、財務実績を測定する 

アンチパターン 
Amazon Redshift は、次の使用パターンには適していません。 

• 小規模なデータセット — Amazon Redshift は、1 つのクラスターにおける並

列処理に合わせて構築されています。データセットが 100 GB 未満の場合、

Amazon Redshift が持つメリットをすべて活用できるわけではないため、

Amazon RDS の方が適切な可能性があります。 

• OLTP — Amazon Redshift は、非常に高速でコストの低い分析機能を実現する

データウェアハウスワークロードに合わせて設計されています。高速なトラ

ンザクション型システムが必要な場合、Amazon RDS 上に構築された従来型

のリレーショナルデータベースシステムや、Amazon DynamoDB などの 

NoSQL データベースを選択できます。 

• 非構造化データ — Amazon Redshift のデータは、定義済みのスキーマにより

構造化される必要があります。Amazon Redshift では、各行の任意のスキーマ

構造はサポートされていません。データが構造化されていない場合、Amazon 

EMR で抽出、変換、およびロード (ETL) を実行して、Amazon Redshift にす

ぐにロード可能なデータを取得できます。JSON データの場合、キー値ペア

を保存し、クエリでネイティブ JSON 関数を使用できます。14 

http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/json-functions.html
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• BLOB データ — デジタルビデオ、画像、音楽など、バイナリラージオブジェ

クト (BLOB) ファイルを保存する予定の場合、データを Amazon S3 に保存

し、Amazon Redshift でその場所を参照することを検討できます。このシナ

リオでは、バイナリオブジェクトに関するメタデータ (項目の名前、サイ

ズ、作成日、所有者、場所など) は Amazon Redshift により記録されます

が、ラージオブジェクト自体は Amazon S3 に保存されます。 

 

Amazon Redshift への移行 

既存のデータウェアハウスから Amazon Redshift に移行することにした場合、

選択すべき移行戦略は次のいくつかの要素によって決まります。 

• データベースとそのテーブルのサイズ 

• ソースサーバーと AWS の間のネットワーク帯域幅 

• AWS への移行と切り替えを 1 ステップで行うか、時間をかけて一連のス

テップとして行うか 

• ソースシステムにおけるデータ変更率 

• 移行時の変換 

• 移行と ETL に使用する予定のパートナーツール 
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1 ステップの移行 
1 ステップの移行は、連続オペレーションの必要な小規模なデータベースに適し

たオプションです。お客様は、既存のデータベースをカンマ区切り値 (CSV) 

ファイルとして抽出した後、AWS Import/Export Snowball などのサービスを使

用して、Amazon Redshift にロードするデータセットを Amazon S3 に提供でき

ます。次に、お客様はターゲット Amazon Redshift データベースでソースとの

データ整合性をテストします。すべての検証に合格すると、データベースが 

AWS に切り替えられます。 

2 ステップの移行 
2 ステップの移行は、あらゆるサイズのデータベースによく使用されています。 

1. 初期データ移行: データがソースデータベースから抽出されます。影響を

最小限に抑えるため、できればピーク時以外に行います。次に、前述の 

1 ステップ移行アプローチに従ってデータが Amazon Redshift に移行され

ます。 

2. 変更データ移行: 初期データ移行の後にソースデータベースで変更された

データは、切り替え前にターゲットに反映されます。このステップでは、

ソースデータベースとターゲットデータベースが同期されます。変更デー

タがすべて移行されたら、ターゲットデータベースのデータを検証して必

要なテストを実行し、すべてのテストに合格した場合、Amazon Redshift 

データウェアハウスに切り替えることができます。 
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データベース移行のツール 

データ移行には、いくつかのツールやテクノロジーを使用できます。これらの

ツールは、相互に置き換え可能な方法で使用できます。または、市販されてい

る他のサードパーティーツールやオープンソースツールを使用することもでき

ます。 

1. AWS データベース移行サービスでは、前述の 1 ステップおよび 2 ステッ

プ移行プロセスの両方がサポートされています。15 2 ステップ移行プロセ

スに従うには、サプリメンタルロギングを有効にしてソースシステムの変

更をキャプチャします。サプリメンタルロギングは、テーブルレベルまた

はデータベースレベルで有効にできます。 

2. 他のデータ統合パートナーツールは次のとおりです。 

• Attunity 
• Informatica 
• SnapLogic 
• Talend 
• Bryte 

  
データ統合とコンサルティングパートナーの詳細については、「Amazon Redshift 

Partners」を参照してください。16 

https://aws.amazon.com/dms/
https://aws.amazon.com/redshift/partners/
https://aws.amazon.com/redshift/partners/
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データウェアハウスの設計ワークフロー 

前のセクションでは、データウェアハウスに向いている Amazon Redshift の特

徴について説明しました。Amazon Redshift でデータウェアハウスワークフロー

を設計する方法を理解するため、ここでは最も一般的な設計パターンとサンプル

ユースケースについて考えてみましょう。 

多国籍衣料品メーカーが 1000 店舗以上の小売店を抱えており、特定の衣料品を

デパートとディスカウントストアで販売しているとします。また、オンライン店

舗もよく知られています。技術的な観点からは、これらの 3 つのチャンネルは

現在独立して運用されています。管理者、POS システム、経理部がそれぞれ異

なります。関連するデータセットをすべて 1 つにまとめて、ビジネス全体を把握

する 360 度の視点を CEO に提供する単一のシステムがありません。 

さらに、CEO は、これらのチャンネルの全社的な実態を把握し、次のようなア

ドホック分析を実行できるようにしたいと思っています。 

• チャンネル間にどのようなトレンドが存在するか 

• チャンネル間で業績の良い地理的リージョンはどこか 

• 会社の広告やプロモーションにはどの程度効果があるか 

• 各衣料品間にどのようなトレンドが存在するか 

• どのような外的要因が会社の売上に影響を与えているか (失業率や気象条件

など) 

• 店舗の特性はどのように売上に影響を与えているか (従業員と管理者の在職

期間、小規模モールか屋内モールか、店舗内の商品、プロモーション、エン

ドキャップ、チラシ、店舗内ディスプレイの位置など) 
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エンタープライズデータウェアハウスによってこの問題が解決されます。3 つの

各チャンネルの各種システムに加えて、天気予報や経済報告などの一般に入手可

能なデータからデータを収集します。各データソースからデータが毎日送信さ

れ、データウェアハウスによって使用されます。各データソースの構造は異なっ

ている可能性があるため、抽出、変換、およびロード (ETL) プロセスが実行さ

れてデータが一般的な構造に再フォーマットされます。次に、すべてのソースか

ら取得されたデータに対して同時に分析を実行できます。これを行うには、次の

データフローアーキテクチャを使用します。 

 

図 4: エンタープライズデータウェアハウスワークフロー 

 
1. このプロセスの最初のステップでは、さまざまなソースから Amazon S3 に

データを取得します。Amazon S3 には、耐久性が高く、コストが低いスケー

ラブルなストレージプラットフォームが用意されており、さまざまなソース

から非常に低コストで同時に書き込みを行うことができます。 

2. Amazon EMR は、ソースフォーマットからデータを変換および最適化して、

ターゲットフォーマットに変更するために使用されます。Amazon EMR に

は、Amazon S3 との組み込み統合が備わっているため、Amazon S3 との間で 

Amazon EMR クラスター内の各ノードからのスループットの並列スレッドが

可能になります。 
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通常、データウェアハウスは毎晩新しいデータを取得します。深夜は分析を

行う必要がないため、この変換プロセスの唯一の要件は、CEO や他のビジネ

スユーザーがレポートとダッシュボードにアクセスする必要がある朝までに

終わらせることです。したがって、ここで Amazon EC2 スポット市場を使用

して、ETL のコストをさらに下げることができます。17 スポット戦略とし

て、深夜に非常に低い価格で入札を始め、キャパシティーが得られるまで時

間をかけて価格を継続的に上げていくことをお勧めします。期限が近づいて

もスポット入札に成功しない場合でも、完了時間要件を満たすことができる

ように、オンデマンド価格に戻すことができます。Amazon EMR ではソース

ごとに変換プロセスが異なる可能性がありますが、AWS の従量料金制モデル

を使用すると、変換ごとに別個の Amazon EMR クラスターを作成し、他の

ジョブのリソースを消費しなくてもすべてのデータ変換ジョブをちょうど完

了できるキャパシティーになるように調整することができます。 

3. 各変換ジョブでは、フォーマットおよびクリーニングされたデータが 

Amazon S3 にロードされます。Amazon Redshift は各クラスターノードから

複数のスレッドを使用して Amazon S3 からデータを並行してロードできるた

め、ここでもう一度 Amazon S3 を使用します。さらに、Amazon S3 は履歴

レコードも生成し、システム間の事実を示すフォーマットされたソースとし

て機能します。時間の経過とともに追加の要件が導入された場合、他のツー

ルが Amazon S3 のデータを分析のために使用できます。 

4. Amazon Redshift は、データをロード、ソート、分散して、テーブルに圧縮

し、分析クエリを効率的に並行して実行できるようにします。時間の経過と

ともにデータサイズが大きくなり、ビジネスが拡大すると、ノードを追加す

ることでキャパシティーを簡単に増やすことができます。 

http://aws.amazon.com/ec2/spot/
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5. 分析を可視化するには、Amazon QuickSight や、ODBC または JDBC を使用

して Amazon Redshift を接続する多くのパートナー可視化プラットフォーム

のいずれかを使用することができます。このポイントで、CEO やそのスタッ

フがレポート、ダッシュボード、グラフを参照します。これで、エグゼク

ティブがデータを使用して、会社のリソースに関して優れた決断を下すこと

ができるようになり、最終的に株主にとって配当と価値が向上にすることに

なります。 

柔軟性の高いこのアーキテクチャは、ビジネスの拡大、新しいチャンネルの開

設、顧客専用モバイルアプリケーションのリリース、新しいデータソースの導入

を行うときに簡単に拡張できます。Amazon Redshift 管理コンソールで数回ク

リックするか、いくつかの API 呼び出しを使用するだけです。 

まとめ  

エンタープライズは、クラウドの簡便性、パフォーマンス、コスト効率を活かす

ために分析データベースとソリューションをオンプレミスソリューションからク

ラウドに移行しているため、データウェアハウスにおいて戦略的な変化が観察さ

れています。このホワイトペーパーでは、AWS におけるデータウェアハウスの

現在の状況を全体的に説明しています。AWS には、広範なサービスセットと強

力なパートナーエコシステムが備わっているため、エンタープライズデータウェ

アハウスをクラウドに簡単に構築して実行することができます。結果として、パ

フォーマンスと費用効率の高い分析アーキテクチャとなり、AWS のグローバル

なインフラストラクチャにおいてビジネスに合わせて拡張することができます。 
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詳細情報 

追加のヘルプについては、次の資料を参照してください。 

• Apache Hadoop ソフトウェアライブラリ18 

• Amazon Redshift のベストプラクティス19 

• Lambda アーキテクチャ20 

https://hadoop.apache.org/
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/best-practices.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_architecture
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注意事項 
 

1https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Enterprise+Data+Wa
rehouse+Q4+2015/-/E-RES124041 

2 http://aws.amazon.com/streaming-data/ 

3 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-
availability-zones.html 

4 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/APIReference/Welcome.html 

5 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-
clusters.html#rs-about-clusters-and-nodes 

6 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_redshift-and-postgres-
sql.html 

7 http://aws.amazon.com/redshift/partners/ 

8 https://aws.amazon.com/vpc/ 

9 https://aws.amazon.com/cloudtrail/ 

10 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-HSM.html 

11 https://aws.amazon.com/kms/ 

12 http://aws.amazon.com/s3/pricing/ 

13 http://aws.amazon.com/redshift/pricing/ 

14 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/json-functions.html 

15 https://aws.amazon.com/dms/ 

16 https://aws.amazon.com/redshift/partners/ 

17 http://aws.amazon.com/ec2/spot/ 

18 https://hadoop.apache.org/ 

19 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/best-practices.html 

20 https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_architecture 

https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Enterprise+Data+Warehouse+Q4+2015/-/E-RES124041
https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Enterprise+Data+Warehouse+Q4+2015/-/E-RES124041
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/APIReference/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html#rs-about-clusters-and-nodes
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html#rs-about-clusters-and-nodes
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_redshift-and-postgres-sql.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_redshift-and-postgres-sql.html
http://aws.amazon.com/redshift/partners/
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-HSM.html
https://aws.amazon.com/kms/
http://aws.amazon.com/s3/pricing/
http://aws.amazon.com/redshift/pricing/
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/json-functions.html
https://aws.amazon.com/dms/
https://aws.amazon.com/redshift/partners/
http://aws.amazon.com/ec2/spot/
https://hadoop.apache.org/
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/best-practices.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_architecture

