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本資料では2016年9月20日時点のサービス内容および価格についてご説明しています。
最新の情報はAWS公式ウェブサイト(http://aws.amazon.com/ )にてご確認ください。

資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格とAWS公式ウェブサイト記載の価
格に相違があった場合、AWS公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。

内容についての注意点

AWS does not offer binding price quotes.  AWS pricing is publicly available and is subject to change in 
accordance with the AWS Customer Agreement available at http://aws.amazon.com/agreement/.  Any 
pricing information included in this document is provided only as an estimate of usage charges for AWS 
services based on certain information that you have provided.  Monthly charges will be based on your actual 
use of AWS services, and may vary from the estimates provided.

価格は税抜表記となっています。日本居住者のお客様が東京リージョンを使用する場合、
別途消費税をご請求させていただきます。

http://aws.amazon.com/
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質問を投げることができます！
• Adobe ConnectのQ&Aウィンドウから、質問を書き込んでください。（書き込

んだ質問は、主催者にしか見えません）

• Twitterへツイートする際はハッシュタグ #awsblackbelt をご利用ください。

①Q&Aウィンドウ
右下のフォームに
質問を書き込んで

ください

②吹き出しマーク
で送信してくださ

い

AWS Black Belt Online Seminar へようこそ！
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AWS Black Belt Online Seminar とは
AWSのTechメンバがAWSに関する様々な事を紹介するオンラインセミナーです

【水曜 18:00~19:00】
主にAWSサービスの紹介や
アップデートの解説
(例：EC2、RDS、Lambda etc.)

【火曜 12:00~13:00】
主にAWSのソリューションや
業界カットでの使いどころなどを紹介
(例：ネットワーク、IoT、金融業界向け etc.)

※最新の情報は下記をご確認下さい。
オンラインセミナーのスケジュール&申し込みサイト
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/
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自己紹介

下佐粉 昭（しもさこ あきら）

Twitter - @simosako

所属：

アマゾン ウェブ サービス ジャパン

技術本部 ソリューションアーキテクト

好きなAWSサービス:Redshift, RDS, S3

人間が運用等から開放されて楽になるサービスが好きです
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本日の内容

• 既存RDBをアマゾン ウェブ サービス（AWS）上のEC2
（仮想サーバ）、もしくはRDS(Relational Database 
Service)に移行するメリットやその手法を御説明します

• Auroraへの移行を例に移行手法のパターンや注意点を
ご説明しますが他RDBをご利用の方にも、基本的な考え
方として役に立つ内容になっています
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アジェンダ

• RDB移行の背景

• データベース on EC2かRDSかの選択

• 移行のための手法

• まとめ
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課題：RDBは設計・導入だけでなく運用の負荷が高い

• 運用前（設計・導入）
– サイジング

– 導入作業

– 可用性設計

– バックアップ設計

• 運用開始後
– バックアップの自動実行

– リストア

– モニタリング

– サイズ調整（ディスク追加等）

– SQLチューニング

– 統計情報の更新

– フラグメンテーションの解消
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課題：RDBは設計・導入だけでなく運用の負荷が高い

• 運用前（設計・導入）
– サイジング

– 導入作業

– 可用性設計

– バックアップ設計

• 運用開始後
– バックアップの自動実行

– リストア

– モニタリング

– サイズ調整（ディスク追加等）

– SQLチューニング

– 統計情報の更新

– フラグメンテーションの解消

クラウド化で楽になる部分

変わらず残る部分
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クラウドへ移行することで解決できる部分とそうでない部分

サイジングと導入が大幅に軽減
• 数クリックでサーバ起動
• 後からCPUやメモリ、台数を調整可能
• IOPSを保証できるディスク環境

• 運用前（設計・導入）
– サーバサイジング

– ストレージサイジング

– 導入作業

– 可用性設計

– バックアップ設計

• 運用開始後
– バックアップ＆リストア

– パッチのテストと適用

– モニタリング

– サイズ調整（ディスク追加等）

– SQLチューニング

– 統計情報の更新

– フラグメンテーションの解消
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• 数分で起動、1時間ごとの従量課金で利用可能な仮想サーバ
• 多数のOSをサポート、ライセンス費用込みで従量課金
• 自由にソフトウェアのインストールが可能
• スケールアップ/ダウン、アウト/インが容易に可能

Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)

電源、ラック等

ハイパーバイザー

利用したい
ミドルウェア

お客様独自のアプリ
ケーション

OS (Windows,Linux)

ネットワーク

ボタンを押して数分
で、ここまで準備さ
れる

アプリ、ミドルウェア、
監視ツール等を自由に導
入
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柔軟なキャパシティ変更で環境の変化に対応
• 仮想CPU数追加、メモリ追加等、スペック変更は容易
• 台数の増減も任意のタイミングで可能

– 例）AM9時から１５時までサーバ台数を増加し、それ以外は減らす

Scale Up

EC2 EC2

Scale 
Down

EC2

サーバーのスペックを
簡単にあげられる スペックを下げてコ

ストダウンも可能
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Amazon EBS (Elastic Block Store)

• EC2にマウント可能なブロックストレージ

• 1つのEBSは最大16TB, 最大20,000IOPSまで性能を確保可能

• 内部的に冗長化されているため、RAID1での冗長化は不要

• スナップショット機能でS3に差分バックアップ

EBS/dev/xvdf

/dev/xvda

EC2

EBS

EBS

S3
2日前 3日前 4日前

S3
2日前 3日前 4日前

スナップショット

スナップショット
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1

S3

S3 S3

データを
隔地保管

※1ドル＝100円で計算

• データ保存・バックアップ用途に向くオブジェクトストレージ

• 自動的に三箇所以上のDCに隔地保管

• 設計上のデータ耐久性は、99.999999999%

• 容量無制限、サイジング不要

• 従量課金 1GByteあたり月間約3.0円

• WEBの静的コンテンツ配信機能

Amazon S3 (Simple Storage)
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クラウドへ移行することで解決できる部分とそうでない部分
• 運用前（設計・導入）

– サーバサイジング

– ストレージサイジング

– 導入作業

– 可用性設計

– バックアップ設計

• 運用開始後
– バックアップ＆リストア

– パッチのテストと適用

– モニタリング

– サイズ調整（ディスク追加等）

– SQLチューニング

– 統計情報の更新

– フラグメンテーションの解消

可用性、バックアップ＆リストア、
モニタリングといった、基本要件が
設計済みのRDSを利用することで解消
サイズ調整が極めて容易に
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自動
バックアップ

スナップ
ショット

パッチ更新

AZ-a AZ-b

• フルマネージドのRDBMSサービス

– MySQL、Oracle、SQLServer、PostgreSQL、MariaDB、Auroraから選択可能

• バックアップやフェイルオーバーに対応したDBを数クリックで利用可能

• メンテナンスコストを大幅に削減（パッチ当てやバックアップの自動化）

Amazon RDS (Relational Database Service)

別AZにデータを同期
自動的にフェイルオーバー

負荷分散のための「読み取
り用レプリカ」を作成可能
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RDSでデータベースを作成するのは簡単
• 数クリックでDBが起動

– DBエンジン
– インスタンスクラス
– ディスクの種類とサイズ
等を選ぶだけ

• 構成は後から変更可能

• 必須の運用管理機能が実装済み
– バックアップ（スナップショット）
– マルチAZ構成による可用性向上
– 監視 (CloudWatch)

• OSへのログイン、常駐アプリの追
加等はできない
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8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

244GB

4core 8core 16core 32core

r3.8xl

2core1core

r3.4xl

r3.2xl

r3.xl

r3.large

m4.2xl

m4.xl

m4.large

4GB
t2.small

t2.micro

m4はm3に変わる標準インスタンス
r3はメモリを多めに搭載したインスタンス
t2はt1に代わる小規模用インスタンス

t2.large

※DBエンジンによって使用できるインスタンスの種類が異なります
※図には記載していない旧世代インスタンスも選択可能です

t2.medium

m4.4xl

m4.10xl160GB

40core

RDSインスタンスのバリエーション
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RDSはマルチAZデプロイメントに対応

• ワンクリックで耐障害性を向上可能なソリューション
– 高い技術力を持つDBAが行っていた設計をそのままサービス化

– AWS内部の仕組みで同期レプリケーションを実現（※Data Guardではない）

• 同期レプリケーション＋自動フェイルオーバ

– アプリ側での対処は必要なし(エンドポイントは変わらない）

– スタンバイ状態のDBはアクセス不可

• フェイルオーバの実施タイミング
– インスタンスやハードウェア障害

– パッチ適用などのメンテナンス時間

– 手動リブート時に強制フェイルオーバー指定

http://aws.amazon.com/jp/rds/details/multi-az/ Region

Multi-AZ

Availability 
zone

Availability 
zone

http://aws.amazon.com/jp/rds/details/multi-az/
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リードレプリカ(RR)機能

• 読み取り専用のレプリカDB
– 現時点でMySQLとPostgreSQLに対応

– 5台まで増設可能（※上限緩和申請可能）

– RRのディスクタイプやインスタンスタイプをソース
とは別のタイプに変更可能

• 想定ユースケース
– 読み取りのスケーリング、BI等の解析処理の分散

– マルチAZによる耐障害性の代替ではない

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html リードレプリカ

APP

APP
2APP

APP

読み書き
ワークロード

読み取り
ワークロード

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html
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Amazon Aurora

ハイパフォーマンス

フルマネージド 高可用性・高耐久性セキュリティにも配慮

MySQL5.6互換スケーラブル
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Auroraのアーキテクチャ

ログとストレージレイヤをシームレス
にスケールするストレージサービスに
移動

標準で高可用性を実現

Amazon S3を利用して
99.999999999%の耐久性でストリー
ミングバックアップ

SQL

Transactions

AZ 1 AZ 2 AZ 3

Caching

Amazon S3
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レプリケーションの違い

AZ 1 AZ 2

Primary
Instance

Standby
Instance

EBS

Amazon S3

EBS
mirror

EBS

EBS
mirror

MySQL レプリケーション

PITR

シーケンシャ
ル・ライト

シーケンシャ
ル・ライト

AZ 1 AZ 3

Primary
Instance

Amazon S3

AZ 2

Replica
Instance

改善点
リードレプリカがスタンバイを兼ねる
レプリカ遅延の削減
レプリカのCPUを効率的に利用可能

非同期 4/6クオーラム 分散書き込み

Amazon Aurora

ログレコード

Binlog

データ
Double-write buffer

metadata

書き込みの種類
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Amazon Aurora 国内事例 (一例)
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クラウドへ移行することで解決できる部分とそうでない部分

残念ながら全ての運用が無くなるわけ
ではありません…

• 運用前（設計・導入）
– サーバサイジング

– ストレージサイジング

– 導入作業

– 可用性設計

– バックアップ設計

• 運用開始後
– バックアップ＆リストア

– パッチのテストと適用

– モニタリング

– サイズ調整（ディスク追加等）

– SQLチューニング

– 統計情報の更新

– フラグメンテーションの解消
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アジェンダ

• RDB移行の背景

• データベース on EC2かRDSかの選択

• 移行のための手法

• まとめ
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データベース on EC2か？RDSか？

RDSを使うことには導入＆運用面でメリットが多い
– RDBの導入が不要、パッチ適用も容易

– バックアップ＆リストアがビルトイン

– マルチAZへの同期レプリカ設定が容易

– リードオンリーの読み取り専用レプリカのセットアップが容易

– 1時間単位で、OracleやSQL Server等の商用データベースが利用できる

まずはRDSで検討し、適当ではない場合にEC2
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オンプレミス vs. データベース on EC2 vs. RDS

Power, HVAC, net

Rack & stack

Server maintenance

OS patches

DB s/w patches

Database backups

Scaling

High availability

DB s/w installs

OS installation

App optimization

Power, HVAC, net

Rack & stack

Server maintenance

OS patches

DB s/w patches

Database backups

Scaling

High availability

DB s/w installs

OS installation

App optimization

Power, HVAC, net

Rack & stack

Server maintenance

OS patches

DB s/w patches

Database backups

Scaling

High availability

DB s/w installs

OS installation

App optimization

オンプレミス データベース on EC2 RDS

お客様がご担当する作業 AWSが提供するマネージド機能
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データベースをEC2に構築する理由①

RDSで用意されたリソースとニーズが合わないケース

• RDSが対応していないRDBやバージョンを選択したい場合

• RDSの最大CPU数やメモリサイズでは不足する場合

• RDSの最大ストレージ量より大きいディスクが必要な場合
– ストレージ領域の最大サイズは6TB (SQL Serverのみ最大4TB）

• メンテナンス時間を完全にユーザがコントロールしたい場合
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データベースをEC2に構築する理由②

チューニングの幅が広い
• OS側のパラメータ調整、常駐プログラム

– データベースと同じOS上で常駐プログラムを実行可能
– シェルログインでの作業が必要な場合
– OS（カーネル）に何か特殊な設定が必要な場合

• RDSが変更に対応していないDBパラメー
タの変更

• ストレージ領域構成の自由度が高い
– 多くのボリュームをOSにマウントし高速化
– REDOログやUNDO表領域のみ別のボリュームに分離
– 一部の表領域に専用のボリュームを割り当て
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EBSのボリュームタイプ(SSDタイプ)

ボリュームタイプ 汎用SSD(gp2)
- General Purpose SSD

プロビジョンドIOPS(io1)
- Provisioned IOPS(SSD)

ユースケース • システムブートボリューム

• 仮想デスクトップ

• 小～中規模のデータベース

• 開発環境や検証環境用

• 汎用SSDでは処理しきれない高いIO性能
を要求するアプリケーション

• 10,000IOPSや160MB/sを超える性能を
要するワークロード

• 大規模なデータベース

ボリュームサイズ • 1GBから16TBまで • 4GBから16TBまで

IOPS • 1GBあたり3IOPSのベースラインパ
フォーマンス

• ベースラインパフォーマンスが
3,000IOPS以下の場合、3,000IOPSま
でバーストが可能

• 最低100IOPS、最大10,000IOPS

• 必要なIOPS値を指定可能

• 容量(GB)あたり50IOPSを指定できる

• 最大20,000IOPS

スループット • 最低128MB/秒(170GB以下)から
最大160MB/秒(214GB以上)まで

• 最大320MB/秒(1280IOPS以上のとき）

※1IOPSあたり256KB/sを利用可能

EC2ではEBSボリュームを複数
束ねた構成等が可能に
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EBSのボリュームタイプ(HDDタイプ)

ボリュームタイプ スループット最適化HDD(st1)
- Throughput Optimized HDD

コールドHDD(sc1)
- ColdHDD

ユースケース • EMR

• データウェアハウス

• 大規模なETL処理

• 大規模なログ分析

※起動ボリュームには利用できない

• ログデータ保管

• バックアップ

• アーカイブ

※起動ボリュームには利用できない

ボリュームサイズ • 500GBから16TBまで • 500GBから16TBまで

IOPS • 最大500IOPS • 最大250IOPS

スループット • ベース値：1TBあたり40MB/s

• バースト値：1TBあたり250MB/s

• バーストクレジット上限：1TB/1TB

• 最大500MB/s

• ベース値：1TBあたり12MB/s

• バースト値：1TBあたり80MB/s

• バーストクレジット上限：1TB/1TB

• 最大250MB/s

IOPSよりスループットやバイト単
価の安さを重視した構成も可能
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• EBS最適化を有効にすることで独
立したEBS帯域を確保

• 大きいインスタンスタイプほど
使える帯域が広い

EC2
w/o EBS 

Optimized
Network

EBS

EC2
with EBS

Optimized

Network

EBS

インスタンス
タイプ

EBS帯域

c3.xlarge 500 Mbps (62.5 MB/sec)

c3.4xlarge 2,000 Mbps(250 MB/sec)

c4.2xlarge 1,000 Mbps(125 MB/sec)

c4.8xlarge 4,000 Mbps(500 MB/sec)

EBS最適化なし

EBS最適化あり

EBS最適化インスタンスによるEBS帯域の確保

※詳細情報：http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSOptimized.html

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSOptimized.html
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DB移行の手法 - その前に確認すべきこと

• 移行データサイズ

• 許容可能なダウンタイム

• AWSとのネットワーク速度

• 通信経路暗号化の必要性
– SCP、VPN、専用線

– ZIPファイルの暗号化…

サイズと時間。サイズが小
さく、時間が長い方が、移
行方法の選択肢が多くなる

移行元-AWS間通信中の
暗号化方法
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移行の考え方①ワンステップ移行（ダウンタイム有り）

• 抽出~ファイル転送~ロードまでを一度に実施するシンプルな方法

• 完了までDBは停止。1~3日間程度DBが使えない時間が許容される前提

• 小規模DBに向く

ターゲットDB
ソース
DB

イントラネット

Data Data

インターネット
①データ抽出

②ファイル転送

③データロード
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移行の考え方②２ステップ移行（ダウンタイム有りだが、
それを小さく抑える）
• 初期データのロードと、最新データのロードの二段階に分けた方法
• サービス停止時間を短くしたい中~大規模向け
• 差分抽出の仕組みが必要

ソース
DB

Data Data

①-1 データ抽出し、
サービス再開

①-2 初期データ
の転送とロード

Data

②-1 前回からの
差分を抽出

Data ターゲットDB

②-2 差分データ
の転送とロード
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移行の考え方③ダウンタイム（ほぼ）無しで移行
• 大規模、もしくはダウンタイムがほとんど取れないシステム向け

• ソースDBから更新データを継続的にターゲットDBに転送し、更新内
容を反映することでソースとターゲットを常に同じ内容に保つ

ソース
DB

Data Data

①-1 データ抽出し、
サービス再開

①-2 初期データ
の転送とロード

ターゲットDB

② 表が更新されるたびに、継続的に更新データが伝搬、反映される

更新

DMS, Golden Gate等

更新
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移行手法：Auroraへの移行を例に

ソースDB ダウンタイム有り ダウンタイム（ほぼ）無し

MySQL（オンプレ、EC2） mysqldump, XtraBackup等 XtraBackup＋binlogレプリケー
ション

MySQL for RDS スナップショットマイグレー
ション

スナップショットマイグレーショ
ン＋binlogレプリケーション

Oracle, SQL Server, 
PostgreSQL, SAP ASE 

AWS Database Migration 
Service＋Schema Conversion 
Tool

AWS Database Migration 
Service＋Schema Conversion 
Tool

その他のRDB テキストダンプ＋手動でのDDL
移植

3rd パーティーツール

※この手法はAWSのホワイトペーパー”Migrationg Your Databases to Amazon Aurora”の情報を元に作
成しています。コマンドライン等の詳細はホワイトペーパーで確認可能です
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ダウンタイム有りでのRDB移行の手順

①一旦アプリケーションの書き込みを停止する

• RDB自体を止める

• Read Onlyモードで動かし続ける

②整合性が取れた状態でデータを取得し、新環境でリストア

• ツール・手法によってメリット・デメリットが異なる

③新環境にアプリケーションを切り替えてサービス再会
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mysqldump

• MySQLの標準的なバックアップツール

• 出力はSQL（テキストファイル）なので、データの修正や、

DDLの変更など細かい調整が効くのがメリット

ソース
DB

Data Data

インターネット
①データ抽出
mysqldump

②ファイル転送
SCP etc.

③データロード
mysql

Aurora
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Percona XtraBackup
• XtraBackupで取得したデータをS3に置き、そのイメージからAuroraインス

タンスを作成する事が可能
– XtraBackupの部分バックアップからのAuroraクラスター作成は未サポート

• mysqldumpより高速にデータ移行できるケースが多い

ソース
DB

Data

インターネット
①データ抽出
innobackupex

②S3バケットにPUT

③イメージを元
にAurora作成

詳細な手順は以下を参照
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.MySQL.html

Aurora
S3

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.MySQL.html
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RDSスナップショットマイグレーション

• RDS for MySQLのスナップショットを
元にAuroraインスタンスを作成する機能

• スナップショットを選択→「スナップ
ショットの移行」

• MyISAMの表やROW_FORMAT = 
COMPRESSED で指定された表は自動的
に変換されるが、事前にユーザが変換し
ておく事でマイグレーションの時間を短
縮できる
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補足：データファイルの取得による移行

• ソースDBをある程度の期間停止することが可能であれ
ば、RDBのデータファイルそのものをコピーすることで
の移行も可能

• シンプルで高速。小~中規模のDB、関連するアプリ
ケーションが少ないDBに向く

• RDB on EC2への移行に利用可能（RDSへの移行には利
用できない）
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ダウンタイムを極力少なくしたRDB移行

• 大規模RDBでは関連するシステムも多くなる傾向あり、全て
のシステムを長時間停止するのが困難になりがち

• 移行期間もシステムを動かしつつ、変更差分をターゲットに
転送する手法が必要に
– レプリケーション(MySQLであればbinlogレプリケーション）

– CDC (Change Data Capture)

• 分割移行も検討
– 更新がほとんど無い表から移行

– 特定のシステムでのみ利用される表から移行
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移行手法：Auroraへの移行を例に

ソースDB ダウンタイム有り ダウンタイム（ほぼ）無し

MySQL（オンプレ、EC2） mysqldump, XtraBackup等 XtraBackup＋binlogレプリケー
ション

MySQL for RDS スナップショットマイグレー
ション

スナップショットマイグレーショ
ン＋binlogレプリケーション

Oracle, SQL Server, 
PostgreSQL, SAP ASE 

AWS Database Migration 
Service＋Schema Conversion 
Tool

AWS Database Migration 
Service＋Schema Conversion 
Tool

その他のRDB テキストダンプ＋手動でのDDL
移植

3rd パーティーツール
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binlogレプリケーションを使ったAuroraへの移行

1. ソースDBのbinlog出力を有効にする

2. RDSでは、binlogが自動で消えないように保持期間を
十分長く設定する

3. ソースDBの全体バックアップを取得する
（XtraBackupやRDSスナップショット）

4. ターゲットにリストアする

5. ターゲットでbinlogレプリケーションを有効にする

> CALL mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 144);

参考）
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Overview.Replica
tion.MySQLReplication.html#Aurora.Replication.MySQLReplication.RetainBinlogs

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Overview.Replication.MySQLReplication.html#Aurora.Replication.MySQLReplication.RetainBinlogs
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ダウンタイムを極小化するための移行手順

①移行準備用のリードレプリカをbinlog
レプリケーションで作成

②ソースDBと準備用DBが同期出来たら、
レプリカを停止

③準備用DBを元に移行先DBをAWS上
に作成（XtraBackupやスナップショッ
トマイグレーション）

④移行先DBを起動し、本番DBからのレ
プリカを再開

ソースDB Aurora準備用DB
①

② ③

④
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移行手法：Auroraへの移行を例に

ソースDB ダウンタイム有り ダウンタイム（ほぼ）無し

MySQL（オンプレ、EC2） mysqldump, XtraBackup等 XtraBackup＋binlogレプリケー
ション

MySQL for RDS スナップショットマイグレー
ション

スナップショットマイグレーショ
ン＋binlogレプリケーション

Oracle, SQL Server, 
PostgreSQL, SAP ASE 

AWS Database Migration 
Service＋Schema Conversion 
Tool

AWS Database Migration 
Service＋Schema Conversion 
Tool

その他のRDB テキストダンプ＋手動でのDDL
移植

3rd パーティーツール
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異機種間のデータベース移行

• DDL（表やインデックスの定義）を修正してRDBの違い
に対応する必要がある

• RDB標準のツールによるDDL抜き出し
– MySQLではmysqldump

$ mysqldump –u source_db_username –p --no-data --routines --triggers –
databases source_db_name > DBSchema.sql

• その後DDLを手作業で修正
– 型の変換、プロシージャやトリガーの移行
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AWS Schema Conversion Tool（SCT）

• 異なるRDB間での各種オブジェクトの移行（変換）を補助
するツール

• Windows, Mac, Linux にダウンロードして利用

• 移行対象：
• 表、インデックス、トリガー、プロシージャ、制約、ビュー

• SCTの結果は常に最適とは限らない
– 移行できないオブジェクトもある

– あくまで移行を楽にするためのツール。最適化は開発者が実施
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Schema Conversion Toolがサポートする組み合わせ

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/SchemaConversionTool/latest/userguide/Welcome.html

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/SchemaConversionTool/latest/userguide/Welcome.html
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AWS Database Migration Service（DMS）

• RDBの移行を支援するサービス

• セットアップ・利用が容易

• 使った分だけの安価な費用

• 異機種間のデータ移行にも対応

• 低負荷で継続的なレプリケーション DMS

オンプレミ
ス

RDB

RDS

RDB on 
EC2

オンプレミ
ス

RDB

RDS

RDB on 
EC2

※オンプレ to オンプレは未サポート

特に異機種間データベースの移行や連携
基盤としての利用に強み

※DMSの詳細は以下の資料を参照してください
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/black-belt-
online-seminar-aws-amazon-rds

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/black-belt-online-seminar-aws-amazon-rds
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DMSがサポートするデータベース
ソース ターゲット SSL接続

Oracle on-pre/EC2 10g(10.2以降), 11g, 12c
Ent/SE/SE1/SE2

10g, 11g, 12c Ent/SE/SE1/SE2

n/a

RDS 11g(※1), 12c Ent/SE/SE1/SE2 11g(※1), 12c Ent/SE/SE1/SE2

MySQL on-pre/EC2/RDS 5.5, 5.6, 5.7 5.5, 5.6, 5.7 ○

PostgreSQL on-pre/EC2 9.4以降 9.3以降
○

RDS 9.4 9.3以降

SQL Server on-pre/EC2 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016 
Ent, Std, Workgroup, Developer

2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 
2016
Ent, Std, Workgroup, Developer ○

RDS 2008R2, 2012, 2014, 2016 Ent, Std, 
Workgroup, Developer ※2

2008R2, 2012, 2014,2016 Ent, Std, 
Workgroup, Developer 

Aurora RDS MySQL互換としてサポート MySQL互換としてサポート ○

MariaDB on-pre/EC2/RDS MySQL互換としてサポート MySQL互換としてサポート ○

Redshift （ソースとしてはサポート無し） ターゲットDBとしてサポート n/a

SAP ASE
(Sybase
ASE)

on-pre/EC2 15.7以降 15.7以降 ※3
n/a

※1：11.2.0.3.v1以降
※2：CDC利用不可
※3：日本語データを含む場合は15.7 SP121以降
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DMSのCDC機能によるゼロ・ダウンタイム移行
CDC=ソースDBの変更をキャプチャし、ターゲットDBに継続的に反映しつづけ
る仕組み。異機種RDB間でも利用可能

処理の流れ

• DMSインスタンスを作成し、通信経路を確保する

• ターゲットDBに初期データをロードする（DMSの機能で、もしくは外部ツールで）

• DMSでCDCタスクを起動し、ソースDBから読み取ったトランザクションログを継続し
て反映し続ける

ソースDB DMS ターゲットDB

オンプレミスDC

VPN
Gateway

Customer
Gateway

VPN
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アジェンダ

• RDB移行の背景

• データベース on EC2かRDSかの選択

• 移行のための手法

• まとめ
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まとめ
• AWSへRDBを移行する目的

– 運用管理を楽に＆柔軟で強固なインフラへ

• RDSか？RDB on EC2か
– RDSをまず検討。要件にフィットしない場合にRDB on EC2を検討

• 移行時の考慮点
– DBサイズ
– 移行に掛けられる時間（ダウンタイム）
– ネットワーク速度

• 手法
– ダウンタイムあり（ワンステップ、2ステップ）
– ほぼダウンタイムなし（レプリケーション、DMS（CDC））
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Q&A

[導入に関しての問い合わせ]

http://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

[課金・請求内容、またはアカウントに関するお問い合わせ]

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/

http://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/
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AWS Cloud Roadshow 2016 開催中！

仙台、金沢、広島、名古屋、福岡、札幌、大阪の 7 都市を巡る無料クラウドカンファレンス

http://roadshow.awseventsjapan.com/

http://roadshow.awseventsjapan.com/


AWS re:Invent 2016のご案内
イベントお申し込み受付中

イベントに関する更なる情報は下記キーワードで検索、
または、https://www.pts.co.jp/corp/reinvent2016/へアクセスください

2016年11月 28日（月）-12月 2日（金） | The Venetian - Las Vegas, NV

Amazon Web Services, Inc. (以下AWS) は、今年で5回目を迎える米国ラスベガスでのグローバル・カンファレンス「AWS re:Invent
2016」を11月28日(月)から12月2日(金)に開催します。
「AWS re:Invent 」とは、AWSのクラウドサービスに関わる技術的なセミナー・ハンズオンセッションなど、400を超えるセッションが予
定されており、お客様が主体的にご体験いただける学習機会が豊富なカンファレンスです。

アマゾン ウェブ サービス ジャパンはお客様に参加いただきやすい様に、日本発のカンファレンス参加ツアーをご用意しました。

AWS re:Invent

https://www.pts.co.jp/corp/reinvent2016/
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Webinar資料の配置場所

AWS クラウドサービス活用資料集
http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
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公式Twitter/Facebook
AWSの最新情報をお届けします

@awscloud_jp

検索

最新技術情報、イベント情報、お役立ち情報、お得なキャンペーン情報などを
日々更新しています！

もしくは
http://on.fb.me/1vR8yWm
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AWS Black Belt Online Seminar

今後の配信予定
9/21（水）18:00 AWS Identity and Access Management (IAM)

9/28（水）18:00 Seminar AWS Key Management Service (KMS)

9/29（木）18:00 クラウドのためのアーキテクチャ設計-ベストプラクティス-

【申し込みサイト】
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/

(もしくは「AWS イベント」で検索)

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/
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参考文献・リンク

• Migrating Your Databases to Amazon Aurora (英語）
– https://d0.awsstatic.com/whitepapers/RDS/Migrating%20your%20databases%20to%20Amazon%20Aurora.pdf

• Amazon Aurora DB クラスターへのデータの移行
– https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.html

• AWS Database Migration Service 解説
– http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/black-belt-online-seminar-aws-amazon-rds

• RDBのAWSへの移行方法（Oracleを例に）
– http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/20150728-rd-bmigrationpublic

• Oracle RDSにおけるデータ移行（マニュアル）
– http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Procedural.Importing.html

• Strategies for Migrating Oracle Database to AWS
– AWSのホワイトペーパー(PDF)。具体的な作業内容が記載されています
– http://d0.awsstatic.com/whitepapers/strategies-for-migrating-oracle-database-to-aws.pdf

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/RDS/Migrating your databases to Amazon Aurora.pdf
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.html
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/black-belt-online-seminar-aws-amazon-rds
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/20150728-rd-bmigrationpublic
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Procedural.Importing.html
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/strategies-for-migrating-oracle-database-to-aws.pdf
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画面に表示されるアンケートフォームに入力をお願いします。
• 皆様のご意見は、今後の改善活動に活用させて頂きます。

• コメント欄には1行で自由な内容を書き込み下さい。
例)

- 本オンラインセミナーへのご意見
- 今後オンラインセミナーで取り上げて欲しい題材

- 発表者への激励

等々…

※Q&A同様、書き込んだ内容は主催者にしか見えません

アンケートフォームから
簡単に入力頂けます。

簡単なアンケートにご協力ください。
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ご参加ありがとうございました


