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注意 

本文書は、情報提供の目的のみのために提供されるものです。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。本書のいかなる内容も、AWS、そ

の関係者、サプライヤー、またはライセンサーからの保証、表明、契約的責任、条件

や確約を意味するものではありません。AWS がそのお客様に対して負う責任と義務は 

AWS の契約によって管理され、本書は、AWS とそのお客様の間のいかなる契約にも

属さず、そのような契約を変更するものでもありません。 
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要約 

企業や組織にとって、増大する大量のデータの収集と分析は、データストレージ、

データの管理と分析に追いつくためにこれまでのオンプレミススソリューションでは

困難が伴っています。Amazon S3 および Amazon Glacier はデータレイクのために最

適なストレージソリューションを提供します。これによって、幅広さと奥深い統合性

のあるこれまでのビッグデータ分析ツールに加え、高いコストで複雑な摘出、変換、

ロードプロセスを排除できる画期的なインプレースのクエリ分析ツールなどのオプ

ションがあります。このガイドでは、こういった各オプションを説明し、Amazon S3 

ベースのデータレイクの構築におけるベストプラクティスを提供します。 
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はじめに 

企業や組織にとって、増大する大量のデータの収集と分析において、これまでのオン

プレミスソリューションではデータのストレージ、データの管理と分析に追いつくこ

とができません。サイロ化したデータは連携した活動目的で構築されていないため、

より包括的で効率のよい分析へのストレージの統合が困難です。その代わりに、企業

組織の敏捷性、データからより深い洞察や価値を見出す能力やより繊細な分析ツール

とプロセスを技術と必要性の変化に応じて継続的に導入していく才能に限界がありま

す。 

データレイクは、単一のプラットフォームにストレージ、データガバナンスと分析が

組み合わされ、こういった挑戦を対処するために設計されています。集合化され、安

全で耐久性のあるクラウドベースのストレージプラットフォームは、構造化データと

非構造化データを取り込んで収納し、この未加工データ資産を必要に応じて変換でき

ます。イノベーションに限定された事前定義のスキーマは必要ありません。データ検

索、報告、分析、機械学習、データの視覚化ツールによる完全なポートフォリオを活

用できます。データレイクによって、データと最適化された分析ツールがより幅広い

ジャンルのビジネスのより多くのユーザーに利用可能となり、これで必要なビジネス

インサイトのすべてをどこでも取得できるようになります。 

つい最近まで、データレイクは現実というより概念でした。しかし、アマゾンウェブ

サービス (AWS) は データレイクアーキテクチャを開発したことで、Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3) やその他のサービスを使用したコスト効果の高いデータ

レイクソリューションの構築を実現しました。 

Amazon S3 ベースのデータレイクアーキテクチャを使用すると、次のようなことがで

きます。 
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 広範囲なソースからデータを取り込んで集中化されたプラットフォームに収

納します。 

 

 データレイクに収納されたデータ資産の検索および使用を目的に包括的なデー

タカタログを構築します。 

 データレイクに収納されたすべてのデータを安全化して保護し、管理します。 

 モニタリング、分析、インフラストラクチャとデータの最適化にツールとポリ

シーを使用します。 

 未加工データ資産を最適化された使用に適した形式に適切に変換します。 

 データ資産を適切にクエリします。 

 データ分析、データサイエンス、機械学習、データの視覚化ツールといった幅

広く奥深いポートフォリオを使用します。 

 現在とこれからのサードパーティーデータ処理ツールを素早く統合します。 

 処理されたデータセットと結果を簡単で安全に共有します。 

このペーパーのまとめでは、以上の機能に関する詳細情報を説明しています。図 1 は 

AWS データレイクプラットフォームのサンプルを示しています。 
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図 1: AWS データレイクプラットフォームのサンプル 

 

データレイクストレージプラットフォーム

としての Amazon S3 

Amazon S3 ベースのデータレイクソリューションは Amazon S3 をプライマリスト

レージプラットフォームとして使用します。Amazon S3 は、ほぼ無限のスケーラビリ

ティによってデータレイクに最適な基盤を提供します。ギガバイトからペタバイトま

で、コンテンツのストレージを継続的に混乱なく増大でき、使用分のみのお支払いと

なります。Amazon S3 は 99.999999999% の耐久性を提供するよう設計されていま

す。スケーラブルなパフォーマンス、使いやすい機能、そしてネイティブな暗号化と

アクセス制御機能が備わっています。Amazon S3 には、AWS の幅広いポートフォリ

オとサードパーティー ISV データ処理ツールが統合されています。 

Amazon S3 の主要なデータレイク有用機能には次のようなものがあります。 

 コンピューティングとデータ処理からのストレージの非干渉化。これまでの 

Hadoop およびデータウェアハウスソリューションでは、ストレージとコン

ピューティングが密接に干渉し、コストとデータ処理ワークフローの最適化を

困難にしていました。Amazon S3 では、すべてのデータタイプをネイティブ

形式のまま高いコスト効果で保存できます。そして、Amazon Elastic 

Compute Cloud (EC2) を使用して必要な数 (またはそれ以下) の仮想サーバー

を起動でき、またデータ処理には AWS 分析ツールを使用できます。EC2 イン

スタンスを最適化して、CPU、メモリ、帯域幅を適切な比率で提供すること

で、最適なパフォーマンスを実現できます。  
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 データアーキテクチャの集中化。Amazon S3 はマルチテナント環境の構築を

容易にすることで、多くのユーザーがデータの共通セットのためにそれぞれの

データ分析ツールを持ち込むことができます。これによって、複数の処理プ

ラットフォーム間で分配するためにデータの複数のコピーを必要としたこれま

でのソリューションに比べて、コスト面とデータガバナンスの両方が改善され

ました。  

 

 非クラスターと非サーバーの AWS サービスへの統合。Amazon S3 を 

Amazon Athena、Amazon Redshift Spectrum、Amazon Rekognition および 

AWS Glue と共に使用したクエリとデータ処理。また、Amazon S3 には非サー

バーコンピューティングの AWS Lambda が統合され、プロビジョニングや

サーバーの管理の必要なくコードを実行します。以上のすべての機能が利用で

き、お支払いは実際に処理したデータ量、あるいは消費したコンピューティン

グ時間分のみとなります。 

 標準化 API。Amazon S3 RESTful API は、簡単で使いやすく、あの Apache 

Hadoop や分析ツールベンダーを含めたほとんどの主要なサードパーティー独

立系ソフトウェアベンダー (ISV) でサポートされます。これによって、カスタ

マーは Amazon S3 でデータ分析を実行するために、最も使い慣れて理解して

いるツールを持ち込むことができます。 

データの取り込みメソッド 

データレイクアーキテクチャの中心となる機能の 1 つには、オンプレミスのストレー

ジプラットフォームからのリアルタイムのストリーミングデータおよびバルクデータ

アセットや、メインフレームおよびデータウェアハウスといったレガシーオンプレミ

スによって生成されて処理されたデータなど、多くの種類のデータを素早く関単に取
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り込む能力があります。AWS はこういったシーンのすべてを包括できるサービスと機

能を提供します。 

Amazon Kinesis Firehose 

Amazon Kinesis Firehose は、Amazon S3 にリアルタイムのストリーミングデータを直

接配信する完全マネージド型サービスです。Kinesis Firehose はストリーミングデータ

の量とスループットに合わせて自動的に拡張し、継続的な管理作業を必要としませ

ん。また、Amazon Kinesis Firehose は、ストリーミングデータを Amazon S3 に保存

される前に変換するように設計されています。この変換機能には、圧縮、暗号化、

データのバッチ処理や Lambda 機能 が含まれます。  

 

Kinesis Firehose は、Amazon S3 に保存される前にデータを圧縮します。現在のとこ

ろ、GZIP、ZIP および SNAPPY 圧縮形式をサポートしています。GZIP は、Amazon 

Athena、Amazon EMR、Amazon Redshift でも使用されていることから、推奨される

形式です。Kinesis Firehose 暗号化は、AWS Key Management Service (AWS KMS) に

よる Amazon S3 のサーバー側暗号化をサポートして、Amazon S3 で送信されたデー

タを暗号化します。データを暗号化しない、あるいは所有している AWS KMS キーに

よる暗号化を選択することもできます (「Encryption with AWS KMS」セクションを

参照)。Kinesis Firehose は複数の着信レコードを連結して、単一の S3 オブジェクトと

して Amazon S3 に送信します。これによって Amazon S3 における取引コストと 1 秒

ごとのトランザクションロードが削減されるため、とても重要な機能です。  

最後に、Kinesis Firehose は Lambda 機能を呼び出して、受信したデータを変換し、

Amazon S3 に配信できます。一般的な変換機能には、Apache ログと Syslog 形式を 標

準化された JSON や CSV 形式に変換することなどが含まれます。こうして、JSON お
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よび CSV 形式を Amazon Athena を使用して直接クエリすることができます。Lambda 

データ変換を使用すると、図 2 で示すように、未処理のソースデータを別の S3 バ

ケットにバックアップすることも選択できます。 

 

図 2: Amazon Kinesis Firehose でリアルタイムのストリーミングデータを バックアップの

オプション付きで Amazon S3 に配信する 

AWS Snowball 

AWS Snowball を使用すると、オンプレミスストレージプラットフォームと Hadoop 

クラスターから S3 バケットにバルクデータを安全で効率よく移動することができま

す。AWS マネジメントコンソールでジョブを作成した後、Snowball アプライアンス

が自動的に配送されます。Snowball が配達されたら、ローカルネットワークに接続

し、使用しているオンプレミスデータソースに Snowball クライアントをインストール

します。この Snowball クライアントを使用して、ファイルディレクトリを選択し、

Snowball デバイスに転送します。Snowball クライアントは AES-256 ビット暗号化を

使用します。暗号化キーが Snowball デバイスと共に配達されることは決してないた

め、データ転送プロセスは高度に安全です。データ転送が完了すると、Snowball の E 

Ink 配送ラベルが自動的にアップデートされます。AWS にデバイスを返送します。

AWS で受領後、お客様のデータは Snowball デバイスから S3 バケットに転送され、
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S3 オブジェクトに元のネイティブ形式で保存されます。また、Snowball には HDFS 

クライアントが搭載されているため、データを Hadoop クラスターから S3 バケット

にネイティブ形式で直接移行することもできます。 

AWS Storage Gateway 

AWS Storage Gateway は、レガシーオンプレミスデータ処理プラットフォームを 

Amazon S3 ベースのデータレイクに統合するために使用できます。Storage Gateway 

のファイルゲータウェイ設定は、オンプレミスデバイスとアプリケーション間で NFS 

接続を介したネットワークファイル共有を提供します。このアマウントポイントに書

き込まれたファイルは、プロパティの変更を一切加えずに、元の形式で Amazon S3 に

保存されるオブジェクトに変換されます。つまり、ネイティブの Amazon S3 機能を持

たないアプリケーションやプラットフォーム (オンプレミスのラボ設備、メインフレー

ム コンピュータ、データベース、データウェアハウスなど) を S3 バケットと簡単に統

合し、Amazon EMR や Amazon Athena などのツールを使用してこのデータを処理で

きます。 

 

 

さらに、Amazon S3 は、標準的な Apache Hadoop データ転送メカニズムである 

DistCP をネイティブにサポートします。これにより、オンプレミスの Hadoop クラス

ターから S3 バケットにデータを転送する DistCP ジョブを実行できます。データ転送

のコマンドは通常以下のようになります。  

hadoop distcp hdfs://source-folder s3a://destination-bucket 



アマゾンウェブサービス - アマゾンウェブサービスでデータレイクを構築する 

ページ 8  

データのカタログ化 

データレイクの構築を妨げた最も初期の課題は、データレイクにロードされたすべて

の raw アセットを追跡し、その後さらに、データ転送、データ処理、分析によって作

成されたすべての新しいデータアセットとバージョンを追跡することでした。このこ

とを踏まえた Amazon S3 ベースのデータレイクの基本的なコンポーネントとして、

データカタログがあります。データカタログは、データレイクの S3 バケットに保存さ

れたすべてのアセットのクエリ可能なインターフェイスです。データカタログは、

データレイクの内容に関して唯一の正しい情報源となるように設計されています。 

データカタログには一般的な 2 つの形式があります。1 つは、S3 データレイクに取り

込まれたすべてのアセットについての情報を含む包括的なデータカタログです。もう 

1 つは Hive メタストアカタログ (HCatalog) で、データアセットについての情報が、

Amazon Athena、Amazon Redshift、Amazon Redshift Spectrum、Amazon EMR など

の分析ツールで使用できる形式とテーブル定義に変換されて保存されています。この 

2 つのカタログは、相互に排他的ではなく、両方同時に存在できます。包括的なデー

タカタログは、データレイク内のすべてのアセットを検索するために使用できます。

HCatalog は、データレイク内のデータアセットの検出およびクエリのために使用でき

ます。 

 

 

 

包括的なデータカタログ 

包括的なデータカタログは、AWS Lambda、Amazon DynamoDB、Amazon 

Elasticsearch Service (Amazon ES) などの標準の AWS サービスを使用して作成できま
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す。おおまかには、オブジェクトを Amazon S3 に保存すると、Lambda トリガーを使

用して DynamoDB テーブルにオブジェクト名とメタデータが入力されます。次に、

Amazon ES を使用して特定のアセット、関連メタデータ、データ分類が検索されま

す。図 3 は、このソリューションのおおまかなアーキテクチャの概要を示していま

す。 

 

図 3: AWS Lambda、Amazon DynamoDB、Amazon Elasticsearch Service を使用し

ている包括的なデータカタログ 

HCatalog と AWS Glue 

AWS Glue (現在ベータ版) を使用して、Amazon S3 ベースのレイクに保存されている

データの Hive 互換メタストアカタログを作成できます。AWS Glue を使用してデータカ

タログを構築するには、AWS マネジメントコンソールでデータソースを AWS Glue に登

録します。AWS Glue は S3 バケットをクロールしてデータソースを検出し、JSON、

CSV、Parquet などの多くの一般的なソース形式とデータ型に対応した事前済み分類子

を使用して、データカタログを作成します。他のデータ形式を認識してカタログ化する

ために、クロールに独自の分類子を追加するか、AWS Glue コミュニティから分類子を

選んで追加することもできます。AWS Glue によって生成されたカタログは、Amazon 

Athena、Amazon Redshift、Amazon Redshift Spectrum、Amazon EMR で使用できるだ

けでなく、標準の Hive メタストアカタログを使用するサードパーティーの分析ツール

でも使用できます。図 4 は、AWS Glue データカタログインターフェイスを示すサンプ

ルのスクリーンショットです。 
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図 4: AWS Glue データカタログインターフェイスのサンプル 

データのセキュリティ、保護、管理 

これまでのアセットは、重複しており、小規模なプラットフォームとユーザーグルー

プからなる多数のサイロに分散していました。データレイクを構築し、それをアセッ

トの集中レポジトリにするには、厳格な、きめ細かいセキュリティとアクセスのコン

トロールとともに、データアセットを保護および管理する方法を実装する必要があり

ます。AWS のデータレイクソリューションは Amazon S3 をその中核としており、大

規模なマルチテナント環境においても内部の脅威と外部の脅威の両方に対してデータ

のセキュリティを確保し、保護するための堅牢な一連の機能とサービスを提供しま

す。さらに、革新的な Amazon S3 データ管理機能により、データレイクに数十億個の

オブジェクトやペタバイト単位のデータアセットが含まれていたとしても、データレ

イクのストレージ管理の自動化とスケーリングが可能になります。 
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データのセキュリティ確保は、承認されたユーザーに特定のアセットの表示、アクセ

ス、処理、変更を許可する一方で、未承認のユーザーによる、データの機密性とセ

キュリティを脅かすあらゆるアクションもブロックする、非常にきめ細かい管理を実

装することから始まります。その実装を複雑にする要因として、データアセットの処

理とライフサイクルのさまざまなステージを通過するにつれ、アクセスロールが変化

する可能性があります。その点、Amazon は包括的で十分に統合された一連のセキュ

リティ機能によって、Amazon S3 ベースのデータレイクのセキュリティを確保してい

ます。 

アクセスポリシーオプションと AWS IAM 

アクセスポリシーオプションを使用して Amazon S3 リソースへのアクセスを管理でき

ます。デフォルトでは、すべての Amazon S3 リソース (バケット、オブジェクト、関

連サブリソース) はプライベートです。リソース所有者 (リソースを作成した AWS ア

カウント) のみが、リソースにアクセスできます。リソース所有者は、アクセスポリ

シーを作成することにより、他のユーザーにアクセス許可を付与することができま

す。Amazon S3 アクセスポリシーオプションは、リソースベースのポリシーとユー

ザーポリシーに大きく分類されます。リソースにアタッチされているアクセスポリ

シーは、リソースベースのポリシーと呼ばれます。リソースベースのポリシーの例と

して、バケットポリシーやアクセスコントロールリスト (ACL) があります。アカウン

トのユーザーにアタッチされているアクセスポリシーは、ユーザーポリシーと呼ばれ

ます。一般的に、リソースベースのポリシーとユーザーポリシーの組み合わせを使用

して、S3 バケットやオブジェクト、その他のリソースへのアクセス許可を管理しま

す。  
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ほとんどのデータレイク環境に対しては、ユーザーポリシーの使用をお勧めします。

それにより、データアセットにアクセスするためのアクセス許可をユーザーロールと

結び付けることができます。また、データレイクのユーザーが使用するデータ処理お

よび分析のサービスやツールへのアクセス許可と結び付けることもできます。ユー

ザーポリシーは、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスに関連付けら

れていて、AWS サービスおよびリソースへのアクセスを安全にコントロールすること

ができます。IAM を使用して、アカウント内に IAM ユーザー、グループ、および

ロールを作成し、これらにアクセスポリシーをアタッチすることによって、Amazon 

S3 などの AWS リソースへのアクセスを許可できます。図 5 は、ユーザーポリシーの

モデルを示しています。ユーザーポリシーと AWS IAM を使用して Amazon S3 のセ

キュリティを確保する方法の詳細については、Amazon Simple Storage Service 

Developers Guide と AWS Identity and Access Management ユーザーガイドを参照し

てください。 

 

図 5: ユーザーポリシーのモデル 

 

Amazon S3 と AWS KMS でのデータ暗号化 

ユーザーポリシーと IAM によって、Amazon S3 ベースのデータレイクでデータの表

示およびアクセスができるユーザーをコントロールしますが、ユーザーが誤って、ま

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
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たは悪意を持ってデータアセットにアクセスしようとしたときに、データアセットを

表示したり使用したりできないようにすることも重要です。これは、暗号化キーを使

用してデータアセットを暗号化および復号することによって実現します。Amazon S3 

では、複数の暗号化オプションをサポートしています。さらに、AWS KMS には暗号

化キーのスケーリングと単純化に役立つ機能があります。AWS KMS では、データア

セットの保護に使用する暗号化キーのコントロールを中央集中化できます。データの

暗号化に使用される暗号化キーの使用ポリシーを作成、インポート、使い回し、無効

化、削除、定義できるほか、暗号化キーの使用を監査することができます。AWS 

KMS は、AWS の他のいくつかのサービスと統合されており、これらのサービスに保

存したデータを暗号化キーを使用して簡単に暗号化できます。AWS KMS は AWS 

CloudTrail と統合されていて、誰がどのキーをどのリソースに対していつ使用したか

を監査できます。  

AWS 上に構築されたデータレイクでは、主に 2 種類の暗号化が使用されます。サー

バー側の暗号化 (SSE) とクライアント側の暗号化です。SSE は、Amazon S3 に書き込

まれたデータを対象として、保管時のデータを暗号化します。SSE を使用して、

Amazon S3 は、ユーザーデータアセットをオブジェクトレベルで暗号化し、暗号化し

たオブジェクトを保存して、保存したオブジェクトがアクセスされて取得されるとき

に復号します。クライアント側の暗号化は、データオブジェクトを Amazon S3 に書き

込む前に暗号化します。たとえば、データレイクユーザーは、データアセットをイン

ターネットから Amazon S3 に転送する前にクライアント側の暗号化を指定すること

や、Amazon EMR、Amazon Athena、Amazon Redshift などのサービスに対して 

Amazon S3 でクライアント側の暗号化を使用するように指定できます。SSE とクライ

アント側の暗号化を組み合わせて、より高いレベルの保護を実現できます。データレ

イクのような複雑な環境で暗号化キー管理の調整を行う複雑さを考えると、AWS 
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KMS を使用して、クライアント側およびサーバー側の暗号化と複数のデータ処理およ

び分析サービスの全体にわたってキーを調整することを強くお勧めします。 

データレイクのデータ保護レベル向上のため、Amazon API Gateway、Amazon 

Cognito、IAM などの他のサービスを組み合わせて、ユーザーがデータレイクのデー

タアセットをチェックインおよびチェックアウトできる "ショッピングカート" モデル

を作成できます。このアーキテクチャは、Amazon S3 ベースのデータレイクソリュー

ションのリファレンスアーキテクチャ用に作成されています。次の場所にアクセス

し、ダウンロードしてデプロイできます。 

https://aws.amazon.com/answers/big-data/data-lake-solution/ 

 

Amazon S3 でのデータの保護 

集中管理されるデータレイクの重要な機能は、データアセットの保護であり、主に破

損と消失、誤ったまたは悪意による上書き、変更、削除に対する保護です。Amazon 

S3 をデータレイクのコアプラットフォームとして使用した場合、Amazon S3 に組み込

まれた複数の特徴と機能により、最高レベルのデータ保護が提供されます。  

 

データ保護は、使用するストレージプラットフォームに固有の耐久性に依存します。

耐久性は、データアセットを破損と消失から保護する能力として定義されます。

Amazon S3 は 99.999999999% のデータ耐久性を提供します。これは、大部分のオン

プレミス型で単一サイトのストレージプラットフォームに比べて 4 桁から 6 桁ほど高

い能力です。言い換えると、Amazon S3 の耐久性は、10,000,000 個のデータアセッ

トを 10,000 年間安全に保存できるように設計されています。  

https://aws.amazon.com/answers/big-data/data-lake-solution/
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Amazon S3 は、複数のアベイラビリティーゾーンを使用して、16 のグローバルリー

ジョンのすべてにおいてこの耐久性を実現しています。アベイラビリティーゾーンは 

1 つ以上の独立したデータセンターで構成されます。各データセンターは、冗長性の

ある電源、ネットワーキング、および接続性を備えており、別々の設備に収容されて

います。アベイラビリティーゾーンによって、単一のデータセンターでは実現できな

い高い可用性、耐障害性、および拡張性を備えた本番稼働用のアプリケーションと分

析サービスを運用できます。Amazon S3 に書き込まれたデータは、3 つのアベイラビ

リティーゾーンと各アベイラビリティーゾーン内の複数のデバイスに重複して保存さ

れ、99.9999999% の耐久性が実現されます。つまり、ある 1 つのデータセンター全体

に障害が起きても、データは失われません。 

コアデータ保護にとどまらず、意図しない、および悪意による削除と破損からデータ

アセットを保護する重要なもう 1 つの要素があります。ユーザーが誤ってデータア

セットを削除しようとした場合、アプリケーションが誤ってデータを削除または破損

させようとした場合、または悪意のあるユーザーがデータを改ざんしようとした場

合、いずれの場合でも保護します。大規模なマルチテナントのデータレイクの場合、

これは特に重要になります。このようなデータレイクでは、ユーザー数が多く、アプ

リケーションも多数あり、常に非定型のデータ処理やアプリケーション開発が行われ

ています。Amazon S3 はバージョニングによって、このようなシナリオからデータア

セットを保護します。Amazon S3 バージョニングを有効にすると、データアセットの

複数のコピーが維持されます。アセットを更新した場合でも、アセットの以前のバー

ジョンが保持されていて、いつでも取得できます。アセットを削除した場合、そのア

セットの直前のバージョンを取得できます。データアセットのバージョニングはポリ

シーによって管理できるため、管理を大規模に自動化できます。また、ライフサイク

ル管理などの他の Amazon S3 機能と組み合わせて、Amazon Glacier や Multi-Factor-

Authentication (MFA) Delete のような、より低コストのストレージ階層上に複数の
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バージョンを長期間保持できます。その場合、データアセットのバージョンを削除す

るには、認証の 2 番目のレイヤーが必要であり、一般的には承認されている外部認証

デバイスを使用します。 

Amazon S3 は、1 つの AWS リージョンで 99.999999999% のデータ耐久性を提供して

いますが、多くのエンタープライズ組織にはコンプライアンスモデルやリスクモデル

が設定されていて、地理的に離れた第 2 の場所にデータアセットをレプリケートし、

第 2 の場所に災害対策 (DR) アーキテクチャを構築することが必要になることがあり

ます。Amazon S3 クロスリージョンレプリケーション (CRR) は欠くことのできない 

S3 機能で、ある AWS リージョン内のデータレイクから別の AWS リージョン内の

データレイクにデータアセットを自動的かつ非同期的にコピーします。第 2 リージョ

ン内のデータアセットは、コピー元ソースデータアセットの厳密なレプリカであり、

名前、メタデータ、バージョン、アクセスコントロールが含まれています。すべての

データアセットは転送時に SSL で暗号化され、最高レベルのデータセキュリティが確

保されます。 

AWS サービス (IAM、AWS KMS、Amazon Cognito、Amazon API Gateway など) を使

用すると、Amazon S3 をコアストレージプラットフォームとして使用しているデータ

レイクで、データセキュリティ、コンプライアンス、プライバシー、および保護の最

も厳格な要件を満たすことができます。Amazon S3 は、PCI-DSS、

HIPAA/HITECH、FedRAMP、SEC Rule 17-a-4、FISMA、EU データ保護指令などの

さまざまな認定と、その他多数のグローバルエージェンシーの認定に対応していま

す。このようなレベルのコンプライアンスと保護により組織は、オンプレミスのデー

タセンター内に構築した場合よりも安全に、より少ないリスクで運用できるデータレ

イクを AWS 上に構築できます。 
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オブジェクトのタグ付けによるデータの管理 

データレイクソリューションは本来マルチテナントであるため、多くの組織、基幹業

務、ユーザー、アプリケーションがデータアセットを使用および処理する場合は、

データアセットをこれらすべてのエンティティに関連付け、アセットを明確に管理す

るポリシーを設定することが非常に重要になります。Amazon S3 では、S3 データア

セットの分類と管理に役立つオブジェクトのタグ付けという新しい機能を導入しまし

た。オブジェクトタグはミュータブルなキーと値のペアです。各 S3 オブジェクトは、

最大 10 個のオブジェクトタグを持つことができます。各タグキーには最大 128 個の 

Unicode 文字、各タグ値には最大 256 個の Unicode 文字を使用できます。オブジェク

トのタグ付けの例として、オブジェクトに保護されるべき医療情報 (PHI) データが含

まれているとします。オブジェクトタグを使用するユーザー、管理者、またはアプリ

ケーションは、キーと値のペア PHI=True または Classification=PHI を使って、

オブジェクトにタグ付けすることができます。 

データの分類に使用されるだけでなく、オブジェクトのタグ付けには他の重要な機能

もあります。オブジェクトタグを IAM と組み合わせて使用すると、アクセス許可を細

かくコントロールできます。たとえば、特定のデータレイクユーザーに、特定のタグ

が付いたオブジェクトを読み取るアクセス許可だけを付与できます。オブジェクトタ

グは、Amazon S3 データのライフサイクルポリシーを管理するために使用することも

できます。詳細については、このホワイトペーパーの次のセクションで説明します。

データのライフサイクルポリシーにはタグベースのフィルタを含めることができま

す。最後に、オブジェクトタグを Amazon CloudWatch メトリクスおよび AWS 

CloudTrail ログと組み合わせて (これについても、このホワイトペーパーの次のセク
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ションで説明します)、特定のデータアセットタグフィルタを基準にしてモニタリング

およびアクションの監査データを表示できます。 

 

 

 

データレイク環境のモニタリングと最適化 

データレイクを設計し、構築するために必要な作業に加えて、組織はデータレイクの

運用に関する側面と、本番稼働用のデータレイクを大規模に高い費用対効果で効率的

に運用する方法についても考慮する必要があります。考慮する必要がある重要な要素

は、データレイクのオペレーションのモニタリングです。オペレーションが期待する

パフォーマンスと SLA を満たしていることを確認し、使用パターンを分析して、この

情報を使ってデータレイクのコストとパフォーマンスを最適化します。AWS は、

Amazon S3 ストレージ分析、Amazon CloudWatch メトリクス、AWS CloudTrail、

Amazon Glacier など、AWS 上に構築されたデータレイクの最適化に役立つ複数の機

能とサービスを提供します。 

データレイクのモニタリング 

データレイク環境を運用するときに重要な側面の 1 つは、データレイクを構成するす

べてのコンポーネントのオペレーションとパフォーマンスの状況を把握し、問題が発

生したときや運用パフォーマンスが事前に定義されたしきい値を下回ったときに通知

を生成することです。 
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Amazon CloudWatch 

管理者は、データレイク環境全体を総合的に見る必要があります。これは Amazon 

CloudWatch を使用して実現できます。CloudWatch は、AWS のクラウドリソースと 

AWS 上で実行されるアプリケーションをモニタリングするサービスです。

CloudWatch を使用してメトリクスの収集と追跡、ログファイルの収集とモニタリン

グ、しきい値の設定、およびアラームのトリガーができます。これにより、AWS リ

ソースの変更に自動的に対処できます。 

 

 

 

CloudWatch は、Amazon EC2 インスタンス、Amazon S3、Amazon EMR、Amazon 

Redshift、Amazon DynamoDB、Amazon Relational Database Service (RDS) データ

ベースインスタンスなどの AWS リソース、および他のデータレイクアプリケーショ

ンやサービスに生成されたカスタムメトリクスをモニタリングできます。CloudWatch 

は、リソースの使用率、アプリケーションのパフォーマンス、運用の状況をシステム

全体で把握できます。これらの洞察を使用して問題に積極的に対応し、データレイク

アプリケーションおよびワークフローのスムーズな動作を維持できます。 

AWS CloudTrail 

本番稼働用データレイクには多数のユーザーと複数の管理者が存在し、コンプライア

ンスや監査の要件が適用されることがあります。そのため、実行されたアクションと

アクションを誰が実行したかについて、完全な監査証跡を作成する必要があります。

AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、運用の監

査、およびリスクの監査を行えるように支援する AWS のサービスです。  



アマゾンウェブサービス - アマゾンウェブサービスでデータレイクを構築する 

ページ 20  

CloudTrail は、データレイクを構成する AWS サービス全体で、API コールに関連した

イベントを継続的にモンタリングします。CloudTrail は、アカウントの AWS API コー

ルの履歴を提供します。履歴には、AWS マネジメントコンソール、AWS SDK、コマ

ンドラインツール、大部分の Amazon S3 ベースのデータレイクサービスが含まれま

す。履歴では、CloudTrail をサポートする AWS サービスに対して要求を行ったかア

クションを実行したユーザーとアカウント、アクション実行元のソース IP アドレス、

および発生したアクションを特定できます。 

CloudTrail を使用すると、AWS アカウント内で行われたアクションのアクティビティ

ログを自動的に記録して保存することにより、データレイクのコンプライアンス監査

を簡素化できます。Amazon CloudWatch ログでは、ログデータを検索し、コンプライ

アンス違反のイベントを特定して、インシデントの迅速な調査と監査要求への速やか

な対応を可能にする便利な方法が提供されます。CloudTrail ログは S3 バケットに保存

され、耐久性があり、より深い分析が可能です。 

 

 

データレイクの最適化 

データレイク環境の最適化には、運用コストを最小化することが含まれます。

Amazon S3 上にデータレイクを構築すると、料金は、実際に使用したデータストレー

ジとデータ処理サービスの分しかかかりません。サービスの利用方法を最適化してコ

ストを削減できます。データアセットストレージは多くの場合、データレイクに関連

したコストの大きな部分を占めます。その点、AWS には、S3 ライフサイクル管理、

S3 ストレージクラス分析、Amazon Glacier など、コストの最適化と削減のために使

用できる複数の機能があります。 
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Amazon S3 のライフサイクル管理 

Amazon S3 ライフサイクル管理では、ライフサイクルルールを作成できます。作成し

たライフサイクルルールを使用して、より低コストなストレージ階層 (S3 標準 – 低頻

度アクセスや Amazon Glacier など) にデータアセットを自動的に移行したり、データ

アセットが不要になったときに期限切れになるようにしたりできます。ライフサイク

ル設定は XML ファイルで構成され、一連のルール、および有効期限内にデータア

セットに対して実行できる、Amazon S3 で事前に定義されたアクションが含まれま

す。ライフサイクル設定では、データアセットの古さとデータアセット名に基づいて

アクションを実行できますが、ライフサイクル設定を S3 オブジェクトのタグ付けと組

み合わせて、データアセットを非常にきめ細かく管理することもできます。 

Amazon S3 ストレージクラス分析 

データレイクに適用するライフサイクルルールの開発と設定に関する課題の 1 つは、

時間の経過に伴ってデータアセットがどのようにアクセスされるかについて理解する

ことです。より費用対効果の高いストレージまたはアーカイブ階層にデータアセット

を移行することが経済的に意味を持つのは、それらのオブジェクトへのアクセスが頻

繁ではない場合に限ります。そうでない場合、費用対効果の高いストレージクラスに

関連したデータアクセスにかかる料金を考えた場合、削減額は生じない可能性があり

ます。Amazon S3 は、データレイクのデータアセットがどのように使用されているか

を理解するのに役立つ S3 ストレージクラス分析を提供しています。Amazon S3 スト

レージクラス分析は、収集されたアクセスデータに対して機械学習アルゴリズムを使

用し、コストを最適化するライフサイクルルールの作成を支援します。 

よりコストの低いストレージ階層へのシームレスな階層化は、データレイクに対応し

た重要な機能です。ユーザーがより高度な分析と機械学習の機能に移行する場合また

は移行を計画している場合には特にそうです。データレイクのユーザーは通常、多く

の情報源からの raw データアセットを取り込み、アドホッククエリおよび SQL による

進行中のビジネスインテリジェンス (BI) クエリに使用できる調和したフォーマットに

それらのアセットを変換します。しかし、ストリーミング分析、機械学習、人工知能
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を使用したより高度な分析を実行することも望んでいます。これらのより高度な分析

能力は、データモデルの構築、データアセットによるこれらのデータモデルの検証、

さらに、これらのモデルの履歴データによるトレーニングと精錬から構成されていま

す。  

より多くの履歴データアセットの保持、特に raw データアセットの保持により、モデ

ルのより高度なトレーニングと精錬ができます。さらに、企業の分析が洗練されるに

つれて、履歴データを振り返って再処理することで、新たな洞察や価値を求めること

があります。これらの履歴データアセットはアクセス頻度が低く、多くの容量を消費

するため、通常はアーカイブのストレージレイヤーに保存するのに適しています。  

データレイクで必要なもう一つの長期データストレージは、処理されたデータアセッ

トと結果を、コンプライアンスと監査の目的で、監査官が必要なときにアクセスでき

るように長期保持することです。これらのユースケースはいずれも、Amazon Glacier 

でサポートされています。この AWS のストレージサービスは、アクセス頻度の低い

コールドデータに最適化されていて、書き込みは一度で多数回読み取りがされる 

(WORM) データの保存を目的としています。 

Amazon Glacier 

Amazon Glacier は、極端に低コストのストレージサービスで、堅牢性の高いストレー

ジおよびデータアーカイブやバックアップのためのセキュリティの特性を備えていま

す。Amazon Glacier は Amazon S3 と同程度 (99.999999999%) のデータ耐久性があ

り、AWS のセキュリティ特性と同じ統合性を持ち、S3 に保存されたデータアセット

の S3 ライフサイクル管理を使用して S3 に統合できるので、S3 から Glacier へのシー

ムレスな移行が可能です。ストレージコストの低さが最優先で、データアセットの使

用頻度が非常に低く、取得までに数分から数時間のレイテンシーを許容できる場合

は、Amazon Glacier が最適なストレージの選択肢になります。  

データレイクアセットのタイプにより、データ取得のニーズは異なります。たとえ

ば、コンプライアンスデータへのアクセス頻度は低くサイズも比較的小さいですが、
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監査官がデータを要求したら、数分で提出する必要があります。一方、履歴 raw デー

タアセットは非常に大きくても、必要な場合は数日かけて一括取得できます。  

Amazon Glacier により、データレイクのユーザーは取得リクエストが作成された場合

に取得時間を指定でき、取得時間が長いほど取得コストは低くなります。安全に保持

する必要のある処理済みのデータや記録については、データレイクの管理者は 

Amazon Glacier のボールトロック機能を使用して、ロック可能なポリシーにより、

Glacier の各ボールトに対するコンプライアンス管理を簡単にデプロイして適用するこ

とができます。管理者は、ボールトロックポリシーで Write Once Read Many 

(WORM) などのコントロールを指定して、ポリシーをロックし、今後編集できないよ

うにできます。ポリシーは一度ロックされると変更できなくなり、Amazon Glacier は

コンプライアンスの目的に沿った既定の管理を実行し、AWS CloudTrail を使用してこ

れらのアセットの監査証跡を提供します。 

コストとパフォーマンスの最適化 

コストとパフォーマンスを使用してデータレイクを最適化できます。Amazon S3 は

データレイクのパフォーマンスに大きな効果を発揮する基盤を提供します。膨大なス

ケールにより、実質制限のないスループットと非常に高いトランザクションレートを

提供します。データアセットネーミングで Amazon S3 のベストプラクティスを使用す

れば、高いレベルのパフォーマンスが確実に得られます。ベストプラクティスについ

ては、「Amazon Simple Storage Service Developers Guide」を参照してください。  

最適化の別の分野は、raw データアセットを正規化された形式に変えるときの、クエ

リや分析に備えた最適なデータ形式の使用です。これらの最適なデータ形式はデータ

を圧縮してストレージに必要なデータ容量を減らし、また、通常の Amazon S3 ベース

のデータレイク分析サービスによるクエリパフォーマンスを実質的に向上させます。 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
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データレイク環境は、多くのタイプのデータを取り出し、将来のアーカイブや再処理

の目的で raw データアセットを保存するとともに、処理済みの正規化データアセット

をアクティブなクエリ、分析、報告のために保存することを目的として設計されてい

ます。ストレージと分析処理のコストの削減、および分析クエリパフォーマンスの向

上のための主要なベストプラクティスの 1 つは、最適化されたデータ形式の使用、特

に Apache Parquet などの形式の使用です。  

Parquet は列方向の圧縮ストレージファイル形式で、データ処理のフレームワーク、

データモデル、プログラミング言語などにかかわらず、大量のデータのクエリのため

に設計されています。CSV、JSON、TXT 形式などの一般的な raw データログ形式と

比べ、Parquet は、必要なストレージフットプリントを減らし、クエリパフォーマン

スを大幅に向上させ、スキャンされたデータ量で課金される AWS のサービスにおけ

るクエリコストを大きく削減できます。  

CSV 形式と Parquet 形式で保存された 1 TB のログデータを使用して CSV と Parquet 

を比較した Amazon のテストでは、次のような結果が出ました。  

 Parquet で 87% の容量の節約 (CSV 形式で保存された 1 TB のデータは Parquet 

で 130 GB に圧縮された) 

 代表的な Athena のクエリによるクエリ時間は Parquet の方が 34 倍の速度 

(CSV の 237 秒に対し、Parquet では 5.13 秒) で、同じ Athena のクエリでス

キャンされたデータ量は 99% 少なかった (CSV でスキャンされた 1.15 TB に対

し、Parquet では 2.69 GB) 
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 同じ Athena のクエリを実行するためのコストは 99.7% 少なかった (CSV の 

5.75 USD に対し、Parquet では 0.013 USD) 

また、Parquet はオープンデータ形式であるという別のメリットもあり、Amazon S3 

ベースのデータレイク、特に、Amazon Athena、Amazon EMR、Amazon Redshift、

Amazon Redshift Spectrum など複数のクエリおよび分析ツールで使用できます。 

データアセットの変換 

データレイクの主な価値は、元の形式が何であれ、企業のデータアセットのすべてを

収集する地点およびレポジトリとなっている点です。これにより、データの素早い取

り込み、重複データや無秩序に拡大するデータの削除、および、一元的なガバナンス

と管理が可能になります。データアセットが収集されたら、さまざまなデータ分析お

よび処理ツールで使用するため、正規化された形式に変換する必要があります。  

データを一般的な形式にして、さまざまなスキルや職責を持つ幅広いユーザーがデー

タレイクを使用できる状態にするための鍵は、効率的なアドホック SQL クエリができ

る形式にデータアセットを変換することです。前述のとおり、データレイクが AWS 

で構築されている場合、ログベースのデータアセットを Parquet 形式に変換すること

をお勧めします。AWS は、これをすばやく効率的に行うための複数のサービスを提供

しています。 

データアセットを変換するには複数の方法があり、最善の方法は、各人の好み、スキ

ルセット、利用可能なツールにより異なります。データレイクが AWS のサービスに

より構築されている場合は、データ変換のための幅広いツールやサービスを利用でき

るので、最も使いやすい方法やツールを選択できます。データレイクは本来マルチテ
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ナントであるため、異なるツールを使用した複数のデータ変換作業を同時に実行でき

ます。  

Amazon S3 ベースのデータレイクでデータアセットを Parquet に変換するための最も

一般的で直接的な方法は、Amazon EMR クラスターを使用する方法です。この最初の

方法では、Amazon S3 の raw データアセットを入力として使用して、インストールさ

れている Hive で EMR クラスターを作成し、それらのデータアセットを Hive タブ

レットに変換した後、Hive タブレットを Parquet 形式の Amazon S3 に書き戻しま

す。関連した 2 番目の方法は、Amazon EMR で Spark を使用する方法です。この方法

では、一般的な変換を 20 行の PySpark コードだけで行うことができます。  

 

 

Amazon S3 ベースのデータレイクでシンプルにデータを変換する 3 番目の方法は、

AWS Glue を使用する方法です。AWS Glue は AWS の完全マネージド型の抽出、変

換、ロード (ETL) サービスで、Amazon S3 に保存されているデータに対して直接使用

できます。AWS Glue は、データの検索、変換、マッピング、ジョブのスケジューリ

ングといった難しく時間がかかるタスクを簡易化および自動化します。AWS Glue で

は、データアセットの変換および移動のプロセス全体を使いやすいコンソールでガイ

ドするため、データソースを理解し、データアセットを変換して分析用に準備し、そ

れらを S3 データソースから S3 の送信先に確実にロードするのに役立ちます。  

AWS Glue では、データレイクの S3 バケットにある raw データアセットを自動的にク

ロールし、データフォーマットを識別してからスキーマと変換を提案するため、データ

フローを手作業でコーディングする時間を費やす必要がなくなります。必要に応じて、

Python、Spark、Git、およびお好みの統合開発環境 (IDE) などの使い慣れたツールや技
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術でこのような変換を編集した後、データレイクの他の AWS Glue ユーザーと共有でき

ます。AWS Glue の柔軟性のあるジョブスケジューラで、データ変換のフローをセット

アップして、トリガーに応じて、または、AWS Lambda のイベントに応じて繰り返し実

行できます。  

AWS Glue は自動的にまた透過的にハードウェアリソースをプロビジョニングし、

Apache Spark ノードに ETL ジョブを配信するので、ETL ランタイムはデータ量が増

えても一貫性を保ちます。AWS Glue はデータレイクのジョブを適切な順序に配置し

て実行し、失敗したジョブを自動的に再試行します。AWS Glue には、管理するサー

バーやクラスターはなく、ETL ジョブによって消費されるリソースの分しか料金は発

生しません。 

インプレイスクエリ 

AWS に構築されたデータレイクの最も重要な機能の 1 つは、クラスターのプロビジョ

ンや管理なしにデータアセットのインプレイス変換とクエリを行う能力です。これに

より、別の分析プラットフォームやデータウェアハウスにデータのコピーやロードを

することなく、Amazon S3 に保存されたデータアセットに直接繊細な分析クエリを実

行できます。S3 データをクエリするのに追加のインフラストラクチャは必要なく、実

行したクエリに対してのみ料金が発生します。これにより、SQL を使用できるデータ

レイクのユーザーが膨大な量の非構造化データを分析することが可能になり、Hadoop 

クラスターやデータウェアハウスの作成して変換されたデータをそれらの環境へロー

ドしクエリジョブを実行するという従来の ETL プロセスの実行方法より、はるか費用

効率が高くなります。AWS Glue は、これまでのセクションで説明されたように、

データ検出と ETL 機能を提供し、Amazon Athena と Amazon Redshift Spectrum はイ

ンペースクエリ機能を提供します。 
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Amazon Athena 

Amazon Athena は、標準 SQL を使用して Amazon S3 のデータの直接の分析を簡易化

するインタラクティブなクエリサービスです。AWS マネジメントコンソールでいくつ

かアクションを実行するだけで、データレイクに保存したデータアセットに対して直

接 Athena を使用し、標準 SQL の使用を開始し、アドホッククエリを実行して、結果

を数秒で取得できます。 

Athena はサーバーレスのため、インフラストラクチャの設定や管理は不要です。クエ

リの実行中にスキャンされたデータアセットの量に対してのみ料金が発生します。

Athena はクエリを並列で実行することで、自動的にスケーリングするので、大きな

データベースや複雑なクエリでも結果が早く出ます。Athena を使用して、非構造化ま

たは半構造化データ、および構造化データのセットを処理することができます。サ

ポートされるデータアセットのフォーマットには、CSV、JSON、または Apache 

Parquet や Apache ORC などの列データフォーマットが含まれます。Athena が 

Amazon QuickSight と統合することにより、可視化が容易になります。JDBC ドライ

バーを使用して Athena にツールを接続することで、サードパーティーによるレポー

トおよびビジネスインテリジェンスツールも使用できます。 

 

 

 

Amazon Redshift Spectrum 

Amazon S3 ベースのデータレイクでデータアセットのインプレイスクエリを実行する 

2 番目の方法は、Amazon Redshift Spectrum を使用することです。Amazon Redshift 

は大規模、マネージド型のデータウェアハウスサービスで、Amazon S3 のデータア
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セットに使用できます。ただし、クエリが実行される前に、Amazon Redshift にデー

タアセットをロードする必要があります。一方、Amazon Redshift Spectrum により、

Amazon S3 ベースのデータレイクに保存されている大量のデータに対して、エクサバ

イト単位まで直接 Amazon Redshift SQL クエリを実行できるようになります。

Amazon Redshift Spectrum は、洗練されたクエリ最適化やスケーリング処理を数千の

ノードにまたがって適用するため、大規模なデータセットや複雑なクエリであっても

素早く結果が得られます。Redshift Spectrum は、CSV、TSV、Parquet、Sequence、

および RCFile を含む、データレイクに保存されているさまざまなデータアセットに直

接クエリを実行できます。Since Redshift Spectrum は、Amazon Redshift の SQL 構文

をサポートしています。今お使いの BI ツールと同じものを使用して洗練されたクエリ

を実行できます。また、Amazon Redshift でローカルに保存されたアクセス頻度の高

いデータアセットと Amazon S3 で保存された完全なデータセットにまたがって柔軟に

クエリを実行できます。Amazon Athena および Amazon Redshift は、共通のデータカ

タログおよび共通のデータフォーマットを共有しているため、同じデータアセットに

対して Athena および Redshift Spectrum の両方を使用できます。通常、アドホック

データ検出および SQL クエリには Athena を使用し、多数のデータレイクユーザーが

同時に BI やレポート負荷を実行するさらに複雑なクエリやシナリオには Redshift 

Spectrum を使用します。 

 

広範な分析ポートフォリオ 

AWS に構築されたデータレイクの威力は、極めてスケーラブルで低コスト、パフォー

マンスに優れたプラットフォームにデータアセットが取り込まれ、保存されること、

また AWS Glue、Amazon Athena、および Amazon Redshift Spectrum などの革新的な 

AWS サービスを使用して、データ検出、変換、SQL クエリすべてが確実に行われるこ
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とです。さらに、洗練された分析、機械学習、および人工知能 (AI) データ処理パイプ

ラインを任意の数だけ作成するため、Amazon S3 に直接統合されるその他のさまざま

な AWS サービスがあります。これにより、データをロードして分析を実行する前

に、ハードウェアのプロビジョニングやインストール、複雑なソフトウェアパッケー

ジの設定について心配することなく、共通のデータアセットに対し 1 つのプラット

フォームで広範囲のビジネス分析の課題をすばやく解決することが可能になります。

さらに、支払うのは実際に消費した分だけです。次に、Amazon S3 ベースのデータア

セットに使用可能な、最も一般的な AWS サービスのいくつかについて説明します。 

Amazon EMR 

Amazon EMR は、費用対効果の高い方法でデータを迅速かつ簡単に処理するために使

用される、高分散コンピューティングフレームワークです。Amazon EMR は、オープ

ンソースフレームワークである Apache Hadoop を使用して、EC2 インスタンスの柔

軟に拡大縮小可能なクラスター全体にデータおよび処理を分散し、Hadoop の代表的

なツールである Hive、Pig、Spark、および HBase などをすべて使用できるようにし

ます。Hadoop クラスターのインフラストラクチャとソフトウェアのプロビジョニン

グ、管理、維持に伴うすべての手間のかかる作業は Amazon EMR が担当し、Amazon 

S3 に直接統合されます。Amazon EMR では、無限に実行する永続的なクラスターを

起動するか、分析の完了後に終了する一時的なクラスターを起動することができま

す。いずれの場合でも、料金はクラスターの実行時間分だけ発生します。Amazon 

EMR は、汎用、コンピューティング、メモリ、およびストレージ I/O 最適化インスタ

ンス (例: T2、C4、X1、および I3) を包括する多様な EC2 インスタンスタイプと、す

べての Amazon EC2 料金オプション (オンデマンド、リザーブド、およびスポット) を

サポートしています。EMR クラスター (ジョブフロー とも呼ばれます) を起動すると

きに、プロビジョニングする EC2 インスタンスの数とタイプを選択します。さまざま

なビジネスラインや多数のユーザーを持つ会社は、1 つのデータレイクソリューショ
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ンを構築し、データアセットを Amazon S3 に保存し、複数の EMR クラスターを稼働

させてマルチテナント形式でデータアセットを共有します。 

 

 

Amazon Machine Learning 

機械学習は、別の重要なデータレイクのユースケースです。Amazon Machine 

Learning (ML) は、予測分析や機械学習テクノロジーをだれでも利用できるようにす

るデータレイクです。Amazon ML は、可視化ツールとウィザードを提供します。複

雑なアルゴリズムやテクノロジーを習得することなく、表示される手順に従って、ML 

モデルを作成できます。モデルの準備ができると、Amazon ML は API オペレーショ

ンを使用してアプリケーションの予測を取得しやすくします。カスタムの予測生成

コードの実装や、インフラストラクチャの管理は不要です。Amazon ML は、Amazon 

S3、Amazon Redshift、または Amazon RDS に保存されているデータに基づいて ML 

モデルを作成できます。組み込まれているウィザードの手順に従って、データの操

作、ML モデルのトレーニング、モデルの品質の評価、ビジネスの目標に合わせた出

力の調整をインタラクティブに行うことができます。モデルの準備が整ったら、バッ

チを使用するか、低レイテンシーのリアルタイム API を使用して予測をリクエストで

きます。本書で先述したとおり、AWS に構築されたデータレイクは、コスト効率良く 

Amazon Glacier に保存され、かつ新しい ML モデルのトレーニングに必要な時に簡単

にリコール可能な、大量の履歴データのセットを Amazon ML と組み合わせること

で、機械学習機能を大きく向上させます。 

Amazon QuickSight 

Amazon QuickSight は、迅速で使いやすいビジネス分析サービスです。視覚化を構築

して、アドホック分析を実行し、データレイクに保存されているデータアセットか
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ら、いつでも、任意のデバイスでビジネス上の洞察を素早く得ることが簡単になりま

す。Amazon QuickSight を使用して、Amazon Redshift、Amazon RDS、Amazon 

Aurora、Amazon Athena、Amazon S3 などの AWS データソースをシームレスに検出

でき、これらのうち任意の、またはすべてのデータソースやデータアセットに接続し

て、データから数分で洞察を得ることができます。Amazon QuickSight は、組織が

データレイクを利用してビジネス分析機能を数十万のユーザーへシームレスにスケー

リングするのを可能にします。堅牢なインメモリエンジン (SPICE) を使用すること

で、迅速かつ応答性の高いクエリパフォーマンスを提供します。 

Amazon Rekognition 

別の革新的なデータレイクサービスは、Amazon Rekognition です。ディープラーニン

グによる完全マネージド型のイメージ認識サービスで、Amazon S3 に保存されている

データアセットに対して実行されます。Amazon Rekognition は Amazon のコン

ピュータビジョンチームによって数年かけて構築され、既に毎日数十億件のイメージ

を分析しています。Amazon Rekognition の使いやすい API は、数千の物体とシーン

を検出して顔を分析し、2 つの顔の類似点を比べて、顔のコレクションの中から認証

を行います。Amazon Rekognition を使用すると、イメージのビジュアルコンテンツに

基づいて検索を行い、顔の属性を分析して人口動態を認識し、安全な顔ベース認証の

実装などを行うアプリケーションを簡単に構築できます。Amazon Rekognition は、大

量のイメージの分析用に構築されており、Amazon S3 に保存されているデータアセッ

トおよび AWS Lambda、またその他の重要な AWS のサービスとシームレスに連携し

ます。 

これらは、AWS に構築されたデータレイクと連携可能な、強力なデータ処理と分析

ツールの一部の例に過ぎません。AWS ウェブサイトで、その他の例およびデータレイ
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クユーザーが利用可能な、革新的な AWS サービスの最新リストを参照してくださ

い。 

データレイクの今後の対応 

AWS に構築されたデータレイクは、幅広いビジネス分析の課題を即座に解決し、お客

様のビジネスに価値を迅速に提供します。ただし、ビジネスニーズは常時進化してい

るため、時間とともに企業、および企業のデータレイクユーザーがさらに多くの経験

と分析の洗練を実現するにつれて、AWS および分析パートナーエコシステムは急速に

進化し、新しいサービスと機能を追加しています。したがって、必要に応じて、デー

タレイクがシームレスに、混乱を招くことなく進化することが重要です。 

AWS は、実質無制限のスケーラビリティ、および明確に定義された API を持つプラッ

トフォームにすべてのビジネスデータアセットを取り込んで保存し、さまざまなデー

タ処理ツールと統合させることで、組織とともに成長する標準化ストレージソリュー

ションでお客様のデータレイクを将来的にも保護します。これにより、インフラスト

ラクチャの制約や障壁なしに、必要に応じてデータレイクに新しい機能を追加するこ

とができます。さらに、新しいインフラストラクチャを構築したり、データを複製、

移行したり、ユーザーを新しいプラットフォームへ移行させることなく、データレイ

クのアセットに対する俊敏な分析実験を実行して新しい処理方法やツールをすばやく

調べることができます。最後に、AWS に構築されたデータレイクを使用することで、

データアセットに関連するビジネスを進化させ、これらのデータアセットを使用し

て、ビジネス価値と競争力のある差別化を制限なく、迅速かつ俊敏に実行できます。 
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