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このガイドについて 

この実装ガイドでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) クラウドにデータレイクソリューションをデ

プロイするためのアーキテクチャ上の考慮事項と設定手順について説明します。セキュリティと可用性

に関する AWS ベストプラクティスを使用して、このソリューションを AWS にデプロイするために必

要な AWS のコンピューティング、ネットワーク、ストレージ、その他さまざまなサービスを起動、設

定、実行する AWS CloudFormation テンプレートへのリンクが含まれています。 

このガイドは、AWS クラウドにおけるアーキテクチャの設計の実務経験がある IT インフラストラクチ

ャアーキテクト、管理者、DevOps プロフェッショナルを対象としています。 

概要 
アマゾン ウェブ サービス (AWS) のお客様の多くは、従来のデータ管理システムと比べてさらに優れ

た俊敏性と柔軟性を備えたデータストレージと分析ソリューションを必要としています。データレイク

では、企業が構造化および非構造化のすべてのデータを一元化されたリポジトリに保存できるため、デ

ータを保存および分析するための新しく人気が高まっている方法です。効果的なデータレイクは、低コ

ストでスケーラブルで安全なストレージを提供し、さまざまなデータ型の検索および分析機能をサポー

トする必要があります。 

AWS クラウドは、お客様が安全で柔軟があり、コスト効率の高いデータレイクを実装するのに必要な

多くの構成要素を提供します。データレイクを構築するお客様をサポートするために、AWS ではデー

タレイクソリューションを提供しています。データレイクソリューションは、データセットの検索やリ

クエストに使いやすいコンソールとともに、可用性が高くコスト効率の高いデータレイクアーキテクチ

ャを AWS クラウドにデプロイする自動化されたリファレンスを実装します。 このソリューションは、

データレイクアーキテクチャの概念化、データの変換と分析に関するお客様の一般的な問題点に対処す

ることを目的としています。このソリューションは、企業全体またはその他の外部ユーザーとデータの

http://aws.amazon.com/cloudformation/
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特定のサブセットを簡単にタグ付け、検索、共有、管理するために必要な、主要な AWS のサービスを

自動的に設定します。このソリューションにより、ユーザーは最小限の労力で、新しいデータセットの

カタログ化、検索可能なメタデータを使用したデータセットのアップロード、Amazon Simple 

Storage Service (AmazonS3) の既存のデータセットのデータプロファイルの作成を行うことができま

す。 

データレイクソリューションは、あらゆるサイズのデータセットをネイティブ形式で安全かつ耐久性の

ある拡張性の高い Amazon S3 に保存および登録します。お客様は、検索可能なメタデータを使用して

データセットをアップロードし、AWS Glue や Amazon Athena と統合して、そのデータを変換およ

び分析できます。このソリューションでは、データソース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、時間をかけてデータフローを手作業でコーディングす

る必要がなくなります。さらに、ユーザー定義タグは Amazon DynamoDB に保存され、ビジネス関

連のコンテキストを各データセットに追加します。このソリューションにより、企業はデータセットが

データレイクに登録された場合に特定のタグを要求するシンプルなガバナンスポリシーを作成できま

す。ユーザーは、利用可能なデータセットを参照したり、データセットの属性とタグを検索したりし

て、ビジネスニーズに関連するデータをすばやく見つけてアクセスできます。 

さらに、データレイクソリューションにはフェデレーティッドテンプレートが含まれており、

Microsoft Active Directory などの既存の SAML ID プロバイダーと統合できるバージョンのソリュー

ションを起動できます。詳細については、付録 A を参照してください。 

コスト 

データレイクソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様が負担します。こ

のソリューションを実行するための合計コストは、ロード、リクエスト、保存、処理、および提示され

るデータの量によって異なります。詳細については、このソリューションで使用する AWS の各サービ

スの料金表ウェブページを参照してください。 
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アーキテクチャの概要 
このソリューションをデフォルトのパラメータでデプロイすると、AWS クラウドに次の環境が構築さ

れます。 

 

図 1: AWS でのデータレイクソリューションアーキテクチャ 
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このソリューションでは、AWS CloudFormation を使用して、このデータレイクのリファレンス実装

をサポートするインフラストラクチャコンポーネントをデプロイします。このソリューションのコアと

なるのはデータレイク API の実装です。これは Amazon API Gateway を活用し、データレイクマイ

クロサービス (AWS Lambda 関数) へのアクセスを提供します。これらのマイクロサービスは、データ

パッケージの作成、データのアップロード、既存パッケージの検索、興味深いデータのカートへの追加、

データマニフェストの生成、管理機能の実行を行うためのビジネスロジックを提供します。これらのマ

イクロサービスは、Amazon S3、AWS Glue、Amazon Athena、Amazon DynamoDB、Amazon 

Elasticsearch Service、および Amazon CloudWatch Logs と連携することにより、データストレー

ジ、管理、監査機能を提供します。 

このソリューションは、データレイクコンソールを作成し、静的ウェブサイトホスティング用に構成さ

れた Amazon S3 バケットにデプロイし、ソリューションのコンソールエントリポイントとして使用さ

れる Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。このソリューションでは、初期設定

時にデフォルトの管理者ロールも作成され、お客様が指定した E メールアドレスにアクセス招待が送信

されます。フェデレーティッドスタックをデプロイする場合は、ユーザーグループと管理者グループを

手動で作成する必要があることに注意してください。詳細については、付録 A を参照してください。 

このソリューションは、Amazon Cognito ユーザープールを使用して、コンソールおよびデータレイク 

API へのユーザーアクセスを管理します。各ソリューションのコンポーネントについての詳細は、付録 

B を参照してください。 

ソリューションの特徴 
このデータレイクソリューションには、次の機能があります。 

• データレイクリファレンス実装: このデータレイクソリューションは、そのまま使用できるほか、

独自のデータ管理、検索、処理のニーズに合わせてカスタマイズできるリファレンス実装としても

活用できます。 

• ユーザーインターフェイス: このソリューションは Amazon S3 でホストされ、Amazon 

CloudFront から配信される直感的なウェブベースのコンソール UI を自動的に作成します。コンソ

ールにアクセスすると、データレイクユーザー、データレイクポリシーの管理、データパッケージ

の追加と削除、データパッケージの検索、追加分析用のデータセットのマニフェストの作成を簡単

に行えます。 
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• コマンドラインインターフェイス (CLI): 提供された CLI または API を使用して、データレイクの

アクティビティを簡単に自動化するか、このソリューションを既存のデータオートメーションに統

合して、データセットの入力、出力、および分析を行います。 

• マネージド型ストレージレイヤー: マネージド型の Amazon S3 バケット内のデータのストレージ

と取得を保護および管理し、ソリューション固有の AWS Key Management Service (AWS KMS) 

キーを使用して保管時のデータを暗号化します。 

• データアクセスの柔軟性: 署名済みの Amazon S3 URL を使用するか、適切な AWS Identity and 

Access Management (IAM) ロールを使用して、Amazon S3 のデータセットへの制御された直接

的なアクセスを行います。 

• データ変換と分析: 検索可能なメタデータを使用してデータセットをアップロードし、AWS Glue 

や Amazon Athena と統合して、そのデータを変換および分析します。 

• フェデレーションサインイン: オプションで、ユーザーが Microsoft Active Directory フェデレー

ションサービス (AD FS) などの SAML ID プロバイダー (IdP) を介してサインインできるようにす

ることができます。 

考慮事項 

ソリューションの更新 
データレイクソリューションのバージョン 2.2 では、最新の Node.js ランタイムが使用されます。バ

ージョン 2.1 は、Node.js 8.10 ランタイムを使用していました。このランタイムは、2019 年 12 月 

31 日にサポートが終了しています。2019 年 1 月に、AWS Lambda は作成操作をブロックし、2019 

年 2 月に  AWS Lambda は更新操作をブロックしています。詳細については、 AWS Lambda 開発者

ガイドのランタイムサポートポリシーを参照してください。 

最新の機能と改善点を使用してこのソリューションを継続して使用するには、バージョン 2.2 を新しい

スタックとしてデプロイする必要があります。 

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-support-policy.html
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リージョンへのデプロイ 
このソリューションでは、現在特定の AWS リージョンでのみ使用可能な Amazon Cognito、Amazon 

Athena、および AWS Glue を使用します。したがって、このソリューションはこれらのサービスが利

用可能な AWS リージョンで起動する必要があります。リージョン別の利用可能なサービスの最新の情

報については、リージョン別の AWS 製品およびサービス一覧 を参照してください。 

AWS CloudFormation テンプレート 
このソリューションでは、AWS CloudFormation を使用して、AWS クラウドへのデータレイクソリ

ューションのデプロイを自動化します。このソリューションには次の AWS CloudFormation テンプレ

ートが含まれており、デプロイ前にダウンロード可能です。 

data-lake-deploy.template: このテンプレートを使用して、データレイ

クソリューションとすべての関連コンポーネントを起動します。デフォル

トの設定では、組み込みの認証、許可、およびユーザー/グループ管理がデプロイされます。また、特

定のニーズに基づいてテンプレートをカスタマイズすることもできます。 このテンプレートは、次のネ

ストされたスタックを起動します。 

• data-lake-storage.template: このテンプレートは、ソリューションの Amazon S3、Amazon 

Elasticsearch Services、および Amazon DynamoDB コンポーネントをデプロイします。 

• data-lake-services.template: このテンプレートは、AWS Lambda マイクロサービスと必要な 

IAM ロールおよびポリシーをデプロイします。また、このソリューションに AWS KMS リソースも

デプロイします。 

• data-lake-api.template: このテンプレートは、Amazon API Gateway リソースをデプロイしま

す。 

テンプレートを表示

https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy.template
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自動デプロイ 
自動デプロイを開始する前に、このガイドで説明されているアーキテクチャ、設定、ネットワークセキ

ュリティ、その他の考慮事項をよくお読みください。このセクションの手順に従って、データレイクソ

リューションを設定してアカウントにデプロイします。 

デプロイ時間 : 約 30 分 

ここでカバーする内容 
このアーキテクチャを AWS にデプロイする手順は、次のステップで構成されます。詳細な手順につい

ては、各ステップのリンクを参照してください。 

ステップ 1.スタックを起動する 

• AWS アカウントで AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

• 必須パラメータの値 [スタックの名前]、[Administrator name]、[Administrator email 

address]、[Amazon Cognito Domain] を入力します。 

• その他のテンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて調整します。 

ステップ 2. データレイクコンソールにログインする  

• 管理者の E メールに送信された URL と一時パスワードを使用してログインします。 

• ソリューションのオンラインガイドを確認します。 

ステップ 1.スタックを起動する 
AWS CloudFormation テンプレートは、データレイクソリューションを AWS クラウドに自動的にデ

プロイします。 

注意: このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となりま

す。詳細については、コストセクションを参照してください。詳細については、このソリューション

で使用する AWS の各サービスの料金表ウェブページを参照してください。 
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1. AWS マネジメントコンソールにログインし、右側のボタンをクリックし

て、data-lake-deploy AWS CloudFormation テンプレートを起動し

ます。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

2. テンプレートは、デフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS 

リージョンでデータレイクソリューションを起動するには、コンソールのナビゲーションバーのリ

ージョンセレクターを使用します。 

注意: このソリューションでは、現在特定の AWS リージョンでのみ使用可能な Amazon 

Cognito、Amazon Athena、および AWS Glue を使用します。そのため、このソリューションは

これらのサービスが利用可能な AWS リージョンで起動する必要があります。1  

3. [テンプレートの指定] ページで、正しいテンプレートを選択したことを確認し、[次へ] を選択しま

す。 

4. [スタックの詳細を指定] ページで、データレイクソリューションスタックに名前を割り当てます。 

5. [パラメータ] で、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。このソリューシ

ョンでは、次のデフォルト値を使用します。 

パラメータ デフォルト 説明 

Administrator name <入力が必須> 最初のソリューション管理者のユーザー名。 ソリューショ

ンのデプロイ後、この管理者は、追加の管理者を含むその

他のユーザーを作成および管理できます。 

Administrator email 

address 

<入力が必須> 管理者ユーザーに関連付けられた有効な E メール 

Amazon Cognito 

Domain 

<入力が必須> Amazon Cognito でホストされるドメインで使用可能なド

メインプレフィックスを選択します。このソリューション

では、Amazon Cognito を使用して、このソリューション

の Kibana に対してユーザー名とパスワードによる保護を

                                                   
1利用可能なサービスに関する AWS リージョン別の最新情報は、https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/ 

を参照してください。  

ソリューション  
の起動 

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy.template
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy.template
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パラメータ デフォルト 説明 

提供します。そのための前提条件として、ユーザープール

のドメイン名を定義する必要があります。 

6. [次へ] を選択します。 

7. [スタックオプションの設定] ページでスタックのリソースのタグ (キーと値のペア) を指定し、追

加オプションを設定して、[次へ] を選択します。 

8. [レビュー] ページで、設定を確認して確定します。テンプレートがカスタム名を使って AWS 

Identity and Access Management (IAM) リソースを作成することを確認するチェックボックスを

必ずオンにします。 

9. [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールの [ステータス] 列で表示できます。

スタックの起動後、3 つのネストされたスタックは同じ AWS リージョンで起動されます。すべて

のスタックとスタックリソースが正常に起動すると、CREATE_COMPLETE というメッセージが表

示されます。これには 30 分以上かかる場合があります。  

ステップ 2. データレイクコンソールにログインする 
データレイクスタックの起動が完了すると、データレイクコンソールの URL と一時パスワードが記載

された E メールが管理者に送信されます。 

注意: このメールは no-reply@verificationemail.com から送信されます。E メール設定をチェック

して、このドメインからの E メールをブロックまたはフィルタリングしないようにしてください。 

1. E メールのリンクをクリックしてソリューションコンソールを開き、E メールアドレスと一時パ

スワードを使ってログインします。 

2. 新しいパスワードを設定するよう求められ、その後コンソールにサインインします。 

3. 上部のナビゲーションバーで、[サポート] を選択してオンラインガイドを開きます。 

具体的な手順と例については、ガイドのサブセクション (ユーザーガイド、管理者ガイド、およ

び CLI) を参照してください。 

http://docs.awssolutionsbuilder.com/data-lake/
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セキュリティ 
AWS クラウドは、スケーラブルで信頼性の高いプラットフォームを提供し、お客様がアプリケーショ

ンとデータを迅速かつ安全にデプロイできるようにします。AWS インフラストラクチャでシステムを

構築する場合、お客様と AWS の間でセキュリティ上の責任が分担されるため、運用上の負担を軽減で

きます。AWS のセキュリティの詳細については、AWS クラウドセキュリティを参照してください。 

ユーザー認証 
承認されたユーザーは、ソリューション生成コンソール、データレイク CLI、またはデータレイク API 

への直接呼び出しを使用して、データレイクにアクセスします。ユーザーは、ユーザー名 (デフォルト

では E メール) とパスワードを使用してデータレイクコンソールにログインします。コンソールに対す

る認証は、Amazon Cognito のユーザープールで管理されます。 

データレイク API へのリクエストは HTTPS ベースであり、ユーザーのアイデンティティを確認するた

めに、アクセスキー (アクセスキーとシークレットアクセスキーの組み合わせ) で署名する必要があり

ます。管理者は、個々のユーザーごとに API アクセスを付与できます。ユーザーに API アクセスが許

可されている場合、データレイク API へのユーザーの呼び出しを識別するためのアクセスキーが生成さ

れます。各ユーザーは、独自のシークレットアクセスキーを生成して、データレイク CLI を操作したり、

API を直接呼び出したりできます。 

追加のコンポーネントレベルのセキュリティ情報については、付録 B を参照してください。 

http://aws.amazon.com/security/
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その他のリソース 
AWS サービスのドキュメント 

• AWS CloudFormation • Amazon Cognito 

• AWS Lambda • Amazon Elasticsearch Service 

• Amazon S3 • AWS Key Management Service 

• Amazon CloudFront • AWS Glue 

• Amazon DynamoDB • Amazon CloudWatch 

• Amazon API Gateway  

• Amazon Athena  

AWS のウェブページ 

• データレイクとは 

• Big Data on AWS 

• AWS Solutions: AWS でのデータレイク 

  

http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cognito/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/elasticsearch-service/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/glue/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/apigateway/
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/big-data/data-lake-on-aws/
https://aws.amazon.com/big-data/
https://aws.amazon.com/answers/big-data/data-lake-solution
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付録 A: フェデレーティッドテンプレート  
Microsoft Active Directory などの既存の SAML ID プロバイダと統合したいお客様のために、このデ

ータレイクソリューションには、Active Directory (AD) のフェデレーション設定と同じワークフロー

をデプロイするもう一つ別の AWS CloudFormation テンプレートが含まれています。 

AWS CloudFormation テンプレート 
このソリューションには次の AWS CloudFormation テンプレートが含まれており、デプロイ前にダウ

ンロード可能です。 

data-lake-deploy-federated.template: このテンプレートを使用して、

Microsoft Active Directory などの既存の SAML ID プロバイダーと統合す

る準備ができているバージョンのソリューションを起動します。 

このテンプレートは、次のネストされたスタックを起動します。 

• data-lake-storage.template: このテンプレートは、ソリューションの Amazon S3、Amazon 

Elasticsearch Services、および Amazon DynamoDB コンポーネントをデプロイします。 

• data-lake-services.template: このテンプレートは、AWS Lambda マイクロサービスと必要な 

IAM ロールおよびポリシーをデプロイします。また、このソリューションに AWS KMS リソースも

デプロイします。 

• data-lake-api.template: このテンプレートは、Amazon API Gateway リソースをデプロイしま

す。 

自動デプロイ 
自動デプロイを開始する前に、このガイドで説明されているアーキテクチャ、設定、ネットワークセキ

ュリティ、その他の考慮事項をよくお読みください。このセクションの手順に従って、AD FS を使用し

てデータレイクソリューションを設定し、アカウントにデプロイします。 

デプロイ時間 : 約 30 分 

テンプレートを表示

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy-federated.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy-federated.template
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ここでカバーする内容 
このアーキテクチャを AWS にデプロイする手順は、次のステップで構成されます。詳細な手順につい

ては、各ステップのリンクを参照してください。 

ステップ 1.スタックを起動する 

• AWS アカウントで AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

• 必須パラメータの値 [スタックの名前]、[Amazon Cognito Domain]、[AD FS hostname] を入

力します。 

• その他のテンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて調整します。 

ステップ 2. AD FS の設定を完了する 

• AD FS を手動で設定します。 

ステップ 1.スタックを起動する  

注意: このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となりま

す。詳細については、コストセクションを参照してください。詳細については、このソリューション

で使用する AWS の各サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

1. AWS マネジメントコンソールにログインし、右側のボタンをクリック

して、data-lake-deploy-federated AWS CloudFormation テン

プレートを起動します。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

2. テンプレートは、デフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS 

リージョンでデータレイクソリューションを起動するには、コンソールのナビゲーションバーのリ

ージョンセレクターを使用します。 

ソリューション  
の起動 

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy-federated.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy-federated.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/data-lake-solution/latest/data-lake-deploy-federated.template
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注意: このソリューションでは、現在特定の AWS リージョンでのみ使用可能な Amazon 

Cognito、Amazon Athena、および AWS Glue を使用します。そのため、このソリューションは

これらのサービスが利用可能な AWS リージョンで起動する必要があります。2  

3. [テンプレートの指定] ページで、正しいテンプレートを選択したことを確認し、[次へ] を選択しま

す。 

4. [スタックの詳細を指定] ページで、データレイクソリューションスタックに名前を割り当てます。 

5. [パラメータ] で、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。このソリューシ

ョンでは、次のデフォルト値を使用します。 

パラメータ デフォルト 説明 

Amazon Cognito 

Domain 

<入力が必須> Amazon Cognito でホストされるドメインで使用可能なド

メインプレフィックスを選択します。このソリューション

では、Amazon Cognito を使用して、このソリューション

の Kibana に対してユーザー名とパスワードによる保護を

提供します。そのための前提条件として、ユーザープール

のドメイン名を定義する必要があります。 

AD FS hostname <入力が必須> AD FS エンドポイントのホスト名を挿入します。 

6. [次へ] を選択します。 

7. [スタックオプションの設定] ページでスタックのリソースのタグ (キーと値のペア) を指定し、追

加オプションを設定して、[次へ] を選択します。 

8. [レビュー] ページで、設定を確認して確定します。テンプレートがカスタム名を使って AWS 

Identity and Access Management (IAM) リソースを作成することを確認するチェックボックスを

必ずオンにします。 

9. [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールの [ステータス] 列で表示できます。

スタックの起動後、3 つのネストされたスタックは同じ AWS リージョンで起動されます。すべて

                                                   
2利用可能なサービスに関する AWS リージョン別の最新情報は、https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/ 

を参照してください。  

https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
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のスタックとスタックリソースが正常に起動すると、CREATE_COMPLETE というメッセージが表

示されます。これには 30 分以上かかる場合があります。 

ステップ 2.AD FS の設定を完了する 
データレイクスタックの起動後、AD FS の設定を完了する必要があります。このステップは、フェデ

レーティッドテンプレートをデプロイした場合にのみ必要です。 

 

1. AWS マネジメントコンソールにログインし、スタックの [出力] タブに移動します。 

2. [RelyingPartyURL] 、[RelyingPartyTrustedIdentifier] 、および [LogoutTrustedURL] 

キーの値に注意してください。 

3. [IdentityProvidersUrl] リンクに移動します。 

4. [Federation] コンソールの [Identity providers] セクションの [Active SAML Providers] 

で、[Show signing certificate] を選択します。 

 

5.  パブリックキーを含む証明書をコピーします。このキーは、AD FS サーバーの .cer ファイル 

(datalake.cer など) への署名付きログアウトリクエストを検証するために ID プロバイダーに

よって使用されます。 

 

AD FS で Relying Party として Amazon Cognito を追加する  
AD FS は、ID プロバイダーまたは要求プロバイダー (Active Directory) と Relying Party  (Cognito) 

の 2 者間で行います。Relying Party は、フェデレーションサービスにおける要求プロバイダーの信頼
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によって表されるフェデレーションパートナーです。Active Directory フェデレーションサービスで新

しい Relying Party を設定するには、次の手順に従います。 

1. AD FS マネジメントコンソールで [AD FS] を右クリックし、[Add Relying Party Trust] を選

択します。 

 

2. [Add Relying Party Trust] ウィザードで、[Start] を選択します。 

3. [Select Data Source] を選択します。次に、[Enter data about the relying party 

manually] ラジオボタンを選択し、[Next] を選択します。 

 

4. [Specify Display Name] を選択し、[Display Name] を設定します (例 :AWS でのデータレイ

クソリューション)。 
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5. [Configure Certificate] を選択し、[Next] を選択してデフォルト値を受け入れます。 

6. [Configure URL] を選択します。次に、[Enable support for the SAML 2.0 WebSSO 

protocol] を選択し、URL 証明書利用者を設定します ([RelyingPartyURL] 出力パラメータで書

き留めた値を使用します)。次に、[Next] を選択します。 

 

7. [Configure Identifiers] を選択し、[Relying party trusted identifier] を設定します 

([RelyingPartyTrustedIdentifier] 出力パラメーターで書き留めた値を使用します)。次に、

[Next] を選択します。 

 



アマゾンウェブサービス - データレイクソリューション 2019 年 12 月 

21/30 ページ  

8. ウィザードが終了するまで、[Next] を選択します。 

サインアウトフローを有効化する 
このフローを有効にすると、ログアウトが呼び出された際に、署名付きログアウトリクエストが 

Active Directory に送信されます。AD FS は署名付きログアウトリクエストを処理し、Amazon 

Cognito セッションからユーザーをログアウトします。AD FS サーバーでは署名付きログアウトリク

エストが必要になるため、AD FS で Amazon Cognito が提供する署名証明書を設定する必要がありま

す。 

次の手順に従って、Active Directory フェデレーションサービスからのログアウトレスポンスを使用す

るようにこのエンドポイントを設定します。 

1. AD FS マネジメントコンソールで [relying party] をダブルクリックし、[Endpoints] タブ、

[Add SAML] の順に選択します。 

2. [Endpoint type] を [SAML Logout] に、[Binding] を [POST] に設定し、[Trusted URL] の

値を設定します ([LogoutTrustedURL] 出力パラメーターで書き留めた値を使用します) 。次

に、[OK] を選択します。 

 

3. [Signature] タブを選択し、フェデレーションコンソール (datalake.cer) からコピーした証明

書を追加し、[OK] を選択します。 
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カスタムクレームルール 
Microsoft AD FS では、クレームルール言語を使用して、要求プロバイダーと証明書利用者間でクレー

ムを発行および変換します。クレームとは、信頼された発行元が提供するユーザーに関する情報です。

信頼された発行元は、その情報が正しいものであること明示して、そのユーザーを認証します。要求プ

ロバイダーとは、クレームの発行元です。これは、AD FS などの属性ストアから取得する情報になり

ます。Amazon Cognito のユーザープールは、SAML 2.0 フェデレーションの HTTP POST Binding 

エンドポイントをサポートします。これにより、ユーザープールがユーザーエージェントを介して ID 

プロバイダーから SAML レスポンスを直接受信するため、アプリで SAML  Assertion レスポンスを取

得または解析する必要がなくなります。ユーザープールは、アプリケーションに代わってサービスプロ

バイダーとして機能します。 

AD FS で新しい証明書利用者を設定するには、次の手順に従います。  

この手順では、データレイク管理者グループのすべてのメンバーの Outgoing Claim Typeロールを

Admin として設定することに注意してください。 

1. AD FS マネジメントコンソールで、[relying party] を右クリックし、[Edit Claim Issuance 

Policy] を選択します。 

 

2. [Claim rule name]を指定します。 

3. [Attribute store] を選択します。Active Directory 内にユーザがいる場合は、それが Active 

Directory になることに注意してください。 

4. LDAP 属性 (E-Mail-Address など) を Outgoing Claim Type (E-Mail Address など) にマッ

ピングします。 
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SAML Assertion のユーザープールに必要な属性 (fullName 、email 、nameId 、groups 、

isAdmin) が AD FS に設定されていることを確認してください。 
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5. AWS マネジメントコンソールにログインし、スタックの [出力] タブに移動します。 

6. [ConsoleUrl] キーの [Value] を選択すると、AD FS マネジメントコンソールにリダイレクトさ

れます 。 

付録 B: ソリューションコンポーネント 

AWS KMS キー 
データレイク AWS KMS キー (エイリアス: datalake) は、このソリューションで Amazon S3 に保存

するすべてのデータセットオブジェクトを暗号化するために作成されます。また、AWS KMS キーはデ

ータレイクへの API アクセス用に各ユーザーの Amazon Cognito ユーザープールレコードのシークレ

ットアクセスキーを暗号化するためにも使用されます。 

Amazon CloudFront 
このソリューションは、Amazon CloudFront ディストリビューションを設定して、データレイクコン

ソールの HTTPS リクエストを処理します。 
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Amazon S3 
このソリューションではデフォルトの Amazon S3 バケットを使用して、ユーザーがデータレイクにア

ップロードするパッケージに関連付けられたデータセットとマニフェストファイルを保存します。また、

バケットには、ユーザーがカート (パッケージの集まり) をチェックアウトするときに生成されたマニ

フェストファイルも保存されます。このバケットへのすべてのアクセス (パッケージおよびマニフェス

トマイクロサービスからの取得および書き込み操作) は、署名付き URL を介して制御されます。このバ

ケットに保存されるすべてのオブジェクトは、データレイク AWS KMS キーを使用して暗号化されま

す。 

別の Amazon S3 バケットでは、データレイクコンソールをホストします。このコンソールは、ユーザ

ー認証に Amazon Cognito を使用する静的なウェブサイトです。エンドユーザーは S3 エンドポイン

トに直接アクセスできません。すべてのアクセスは、Amazon CloudFront ディストリビューションを

介して行う必要があります。 

Amazon Athena と AWS Glue 
このソリューションでは、各データパッケージ内で AWS Glue クローラーが自動的に設定され、毎日

のスキャンをスケジュールして変更を追跡します。このクローラーがデータセット内をクロールし、そ

の一部を検査してデータスキーマを推測して、その出力を AWS Glue データカタログで定義された 1 

つ以上のメタデータテーブルとして保持します。 

このカタログは一度作成されると、様々なデータソースとフォーマットを備えた統合メタデータリポジ

トリを提供し、Amazon Athena および Amazon Redshift Spectrum と統合して、データレイク内の

データを直接インタラクティブにクエリおよび分析します。また、Amazon EMR、AWS Glue の抽

出、変換、読み込み (ETL) ジョブと Apache Hive と互換性のある任意のアプリケーションを使用し

て、データの分類、クリーンアップ、エンリッチ化、および移動ができるようになります。 

Amazon Cognito ユーザープール 
データレイクコンソールでは、Amazon Cognito を使用してユーザーアクセスを保護しており、

Amazon Cognito ユーザープールと統合してデータレイクユーザーを管理するための管理インターフェ

イスを提供します。管理者のみがユーザーとグループを作成でき、ユーザーが作成されると、このソリ

https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/add-crawler.html
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/redshift/spectrum/
https://aws.amazon.com/emr/
https://aws.amazon.com/glue/?sc_channel=PS&sc_campaign=acquisition_US&sc_publisher=google&sc_medium=glue_b&sc_content=etl_bmm&sc_detail=%2Baws%20%2Betl&sc_category=glue&sc_segment=223883141940&sc_matchtype=b&sc_country=US&s_kwcid=AL!4422!3!223883141940!b!!g!!%2Baws%20%2Betl&ef_id=WFf4gwAAAJRL6CGW:20180403135036:s
https://hive.apache.org/
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ューションが自動的にデータレイクに加わるための招待をユーザーに送信します。フェデレーティッド

テンプレートを使用する場合は、すべての管理タスクを AD サーバー上で実行する必要があることに注

意してください。管理者が新しいユーザーを作成すると、そのユーザーに関連付けられたアクセス許可

と共に、次のいずれかのロールが割り当てられます。 

• メンバー: このメンバーロールでは、データレイク内で管理者業務ではないアクションを実行で

きます。これらのアクションには、次が含まれます。 

o 所有者または表示可能なパッケージがメンバーグループにある場合にパッケージを表示

および検索 

o カート内のパッケージのマニフェストを追加・削除・生成 

o 作成したパッケージを作成・更新・削除 

o 作成したパッケージのメタデータを作成・更新 

o 作成したパッケージに対してデータセットを追加・削除 

o データレイクのプロファイルおよび API アクセス情報を表示 

o 管理者が API アクセスを許可した場合にシークレットアクセスキーを生成 

• 管理者: 管理者ロールには、データレイクへのフルアクセス権限があります。この管理者ロール

では、メンバーロールのアクションに加えて、次のアクションを実行できます。 

o ユーザーの招待を作成し、ユーザーを 1 つ以上のグループに割り当て 

o グループの作成・更新・削除 

o データレイクユーザーの更新・無効化 / 有効化・削除 

o グループへのユーザーの割り当て・削除・再割り当て 

o ユーザーの API アクセスの作成・取り消し・有効化 / 無効化 

o データレイクの設定を更新 

o ガバナンス設定を作成・更新・削除 
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データレイク API とマイクロサービス 
データレイク API は HTTPS 経由でリクエストを受け取ります。API リクエストが行われると、

Amazon API Gateway はカスタムオーソライザー (AWS Lambda 関数) を使用して、すべてのリクエ

ストが承認されるようにします。 

データレイクのマイクロサービスは、すべてのデータレイクオペレーションのビジネスロジックとデー

タアクセスレイヤーを提供する一連の AWS Lambda 関数です。各 AWS Lambda 関数では、指定され

た機能を実行するために、最小権限 (最低限必要なアクセス権限) を持つ IAM ロールを引き受けます。

次のセクションでは、各データレイクのマイクロサービスの概要を示します。 

管理マイクロサービス 
data-lake-admin-service は、/admin/* エンドポイントに送信されたデータレイク API リクエ

ストを処理する AWS Lambda 関数です。管理マイクロサービスでは、ユーザーとグループの管理、全

般設定、ガバナンス設定、API キー、およびデータレイク内のすべてのオペレーションのロール認証を

含む、すべての管理サービスを処理します。 

カートマイクロサービス 
data-lake-cart-service は、/cart/* エンドポイントに送信されたデータレイク API リクエスト

を処理する AWS Lambda 関数です。カートマイクロサービスでは、アイテムの一覧表示/追加/削除、

およびユーザーカートのマニフェストの生成を含む、すべてのカートオペレーションを処理します。 

マニフェストマイクロサービス 
data-lake-manifest-service は、マニフェストファイルのインポートとエクスポートを管理する 

AWS Lambda 関数です。マニフェストマイクロサービスでは、インポートマニフェストファイルをア

ップロードします。これにより、既存の Amazon S3 コンテンツをパッケージに一括でインポートでき

ます。また、チェックアウト時にユーザーカート内の各パッケージのエクスポートマニフェストファイ

ルも生成します。 

パッケージマイクロサービス 
data-lake-package-service は、/packages/* エンドポイントに送信されたデータレイク API 

リクエストを処理する AWS Lambda 関数です。パッケージマイクロサービスでは、パッケージの一覧

表示/追加/削除/更新、メタデータの一覧表示/追加/更新、データセットの一覧表示/追加/削除、マニフ
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ェストの処理、AWS Glue オンデマンドクローラーの実行、AWS Glue テーブルの一覧表示とアクセ

ス、および Amazon Athena でのデータセットの表示を含む、すべてのパッケージ操作を処理します。 

検索マイクロサービス 
data-lake-search-service は、/search/* エンドポイントに送信されたデータレイク API リク

エストを処理する AWS Lambda 関数です。検索マイクロサービスでは、クエリ、インデックスドキュ

メント、およびインデックス済みドキュメントの削除を含む、すべての検索オペレーションを処理しま

す。 

プロファイルマイクロサービス 
data-lake-profile-service は、/profile/* エンドポイントに送信されたデータレイク API リ

クエストを処理する AWS Lambda 関数です。プロファイルマイクロサービスでは、シークレットアク

セスキーの取得と生成を含む、データレイクユーザーのすべてのプロファイル操作を処理します。 

ログ記録マイクロサービス 
data-lake-logging-service は、データレイクのマイクロサービスと Amazon CloudWatch Logs 

間をインターフェイスする AWS Lambda 関数です。各マイクロサービスでは、オペレーションイベン

トとアクセスイベントをログ記録サービスに送信し、ログ記録サービスによって Amazon CloudWatch 

Logs にイベントが記録されます。CloudWatch コンソールでこのログ (datalake/audit-log) にアクセ

スできます。 

Amazon DynamoDB テーブル 
データレイクソリューションでは、Amazon DynamoDB テーブルを使用して、データパッケージ、設

定、およびユーザーカート項目のメタデータを保持します。次のテーブルはデプロイ中にプロビジョニ

ングされ、データレイクのマイクロサービスを介してのみアクセスされます。 

• data-lake-packages: データパッケージのタイトルと説明の永続的な保存とパッケージにアクセ

スできるグループのリスト 

• data-lake-metadata: パッケージに関連付けられたメタデータのタグの値の永続的な保存 

• data-lake-datasets: Amazon S3 オブジェクトへのデータセットポインタの永続的な保存 

• data-lake-cart: ユーザーのカートアイテムの永続的な保存 

• data-lake-keys: ユーザーアクセスキー ID 参照の永続的な保存 
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• data-lake-settings: データレイク設定とガバナンス設定の永続的な保存 

Amazon Elasticsearch Service クラスター 
このソリューションでは、Amazon Elasticsearch Service クラスターを使用して、検索用のデータレ

イクパッケージデータのインデックスを作成します。クラスターには、検索マイクロサービスおよび 

Amazon Cognito 認証を介してのみアクセスできます。 

付録 C: 運用メトリクスの収集 
このソリューションには、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが含まれています。当

社はこのデータを使用して、お客様によるこのソリューションの使用状況をよりよく理解し、提供する

サービスや製品の改善に役立てます。有効にすると、次の情報が収集され、AWS に送信されます。 

• Solution ID: AWS ソリューション識別子 

• Unique ID (UUID): データレイクソリューションのデプロイごとにランダムに生成された一

意の識別子  

• Timestamp : データ収集タイムスタンプ 

• Cluster Size: このソリューションがデプロイする Amazon Elasticsearch クラスターのサイ

ズ 

このオプションで収集されたデータは AWS に帰属します。データ収集には、AWS プライバシーポリ

シーが適用されます。この機能をオプトアウトするには、次のように AWS CloudFormation テンプレ

ートマッピングセクションを変更します。 

Solution: 
   Data: 
      SendAnonymousUsageData: "Yes" 

を以下に変更します。 

Solution: 
   Data: 
      SendAnonymousUsageData: "No" 

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/04/amazon-elasticsearch-service-simplifies-user-authentication-and-access-for-kibana-with-amazon-cognito/
http://aws.amazon.com/privacy/
http://aws.amazon.com/privacy/
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ソースコード 
GitHub リポジトリにアクセスして、このソリューションのテンプレートとスクリプトをダウンロード

し、カスタマイズを他のユーザーと共有できます。 

ドキュメントの改訂 
日付 変更 

2016 年 11 月 初回リリース 

2018 年 6 月 詳細なアクセス権限、AWS Glue と Amazon Athena の統合 

2018 年 9 月 Active Directory フェデレーション 

2019 年 12 月 Node.js の更新のサポートに関する情報を追加 
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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。お客様は本書の情報、および AWS 製品またはサービ

スの利用について、独自の評価に基づき判断する責任を負います。いずれの AWS 製品またはサービスも、

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」提供されます。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。お客様に対する AWS の責任は、AWS 契約により規定されます。本書は、

AWS とお客様の間で行われるいかなる契約の一部でもなく、そのような契約の内容を変更するものでもあ

りません。 

データレイクソリューションは、https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0で閲覧可能な Apache 

ライセンスバージョン 2.0 の条項に基づいてライセンスされます。 

https://github.com/awslabs/aws-data-lake-solution
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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