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要約
このドキュメントは、新しい AWS リージョンに既存のリソースを移行することを計画し
ている、アマゾン ウェブ サービスの使用経験が豊富なお客様を対象としています。移行
は、様々な理由で必要になる場合があります。特に、ユーザーベースに近い新しいリージ
ョンが使用可能になった場合、様々なサービスをそのユーザーから地理的に近い場所に置
きたいと望むことがあります。
このドキュメントは、ステップバイステップのガイドブックや決定的な手引書であるつも
りはありません。むしろ、新しいリージョンで必要となる様々なサービスを移行するため
の様々なオプションと方法を提供します。

はじめに
アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、世界 190 か国の何十万もの企業を強化する、信頼
性が高くスケーラブルで低コストなクラウド内インフラストラクチャプラットフォームを
提供します。多くの AWS サービスでは、それらのサービスの提供元となるリージョンを
選択できます。各リージョンには、複数のアベイラビリティーゾーンがあります。別個の
アベイラビリティーゾーンを使用することにより、1 つの場所で発生した障害からアプリ
ケーションを保護できます。
別個の AWS リージョンを使用することにより、アプリケーションが特定のお客様により
近くなるように設計することができ、低レイテンシー、高スループットを実現できます。
AWS ではリージョンが相互に独立するように設計されているため、アプリケーションの
耐障害性と安定性を高めることができます。

AWS リソースの範囲
ほとんどの AWS サービスはリージョン内で動作しますが、次のサービスはすべてのリー
ジョンで動作するので移行は不要です。
•

AWS Identity and Access Management (AWS IAM)

•

AWS マネジメントコンソール

•

Amazon CloudWatch

また、すべてのサービスは API エンドポイントを使用してアクセスできるため、アプリケ
ーションによってはアーキテクチャのすべてのコンポーネントを新しいリージョンに移行
しなくてもかまいません。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イ
ンスタンスは移行しても、既存の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) およ
び Amazon CloudFront の設定は保持することが考えられます。
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新しいリージョンへの移行を計画するときは、そのリージョンで利用できる AWS 製品と
サービスを確認することをお勧めします。リージョン別の AWS 製品およびサービスの最
新リストは、こちらからご覧いただけます。 1

AWS IAM およびセキュリティ上の考慮事項
AWS IAM により、お客様のユーザーによる AWS のサービスと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 ユーザーは、特定のリージョンではなく、AWS アカウントの範囲内で作成および管
理されます。ユーザーやグループの移行は不要です。
新しいリージョンに移行する際は、IAM ユーザーに対して定義されているポリシー制限に
注意する必要があります。例えば、Amazon Resource Name（ARN）によって特定のリ
ージョンへのアクセスが制限されている可能性があります。詳細については、 AWS
Identity and Access ユーザーガイドの IAM 識別子を参照してください。 2
IAM は、AWS リソースへのユーザーアクセスを制御する特定のポリシーを追加できるセ
キュリティの中核となるサービスです。ポリシーによっては、次のような影響がありま
す。
•

時刻アクセス (タイムゾーンの違いにより考慮が必要な場合があります)

•

新しい発信元 IP アドレスの使用

•

SSL 接続を使用する必要があるかどうか

•

ユーザーの認証方法

•

多要素認証 (MFA) デバイスを使用できるかどうか

IAM はセキュリティの基礎なので、リージョンを移行する前に、セキュリティ設定ポリシ
ー、手順、および慣例を慎重に見直すことをお勧めします。
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コンピューティングリソースの移行
このセクションでは、Amazon EC2 などのコンピューティングサービスや、セキュリテ
ィ、ストレージ、負荷分散、Auto Scaling に関するその他の密接する関連サービスの移行
について説明します。

Amazon EC2 インスタンスの移行
Amazon EC2 は、サイズ変更可能なコンピューティング性能をクラウド内で提供する ウ
ェブサービスです。また、ウェブスケールのコンピューティングをデベロッパーが簡単に
利用できるよう設計されています。インスタンスを移行するには、データおよびイメージ
をコピーし、セキュリティグループおよび SSH キーが存在していることを確認してか
ら、新しいインスタンスを再起動することが必要です。
SSH キー
AWS は、生成後にユーザーの SSH 秘密鍵を保持しません。これらの公開鍵は、実行時に
Amazon EC2 インスタンスで使用できるようになります。（Linux オペレーティングシ
ステムでは、これらは通常、関連するユーザーの ~/.ssh/authorized_keys ファイルにコ
ピーされます。)
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図 1. AWS マネジメントコンソールでのキーペア

各キーのフィンガープリントは、アプリケーションプログラミングインターフェイス
(API)、ソフトウェア開発キット (SDK)、コマンドラインインターフェイス (CLI)、また
は AWS マネジメントコンソールから取得できます。
SSH の公開鍵は、リージョンごとにのみ保存されます。AWS は、リージョン間で設定さ
れた SSH キーをコピーまたは同期しません。リージョンごとに別個の SSH キーを使用す
るか、複数のリージョンで同じ SSH キーを使用するかは、お客様が決定します。
注意: 移行元リージョン内の既存の Linux インスタンスにログインし、公開鍵
のコピー (~/.ssh/authorized_keys から) を取得して、移行先リージョンに
コピーできます。

Auto Scaling 起動設定および AWS CloudFormation テンプレートからは、キーペア名を
使用して SSH キーを参照している可能性があることに注意してください。この場合、ユ
ーザーは、新しいリージョンで使用可能なキーを使用するように Auto Scaling 起動設定
または AWS CloudFormation テンプレートを更新するか、同じキーペア名を持つ公開鍵
を新しいリージョンにデプロイする必要があります。
詳細については、AWS 全般のリファレンスの AWS Security Credentials を参照してく
ださい。 3
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セキュリティグループ
Amazon EC2 のセキュリティグループは、内向きトラフィック (仮想プライベートクラウ
ドまたは VPC の場合は、内向きと外向けのトラフィック) を EC2 インスタンスのグルー
プだけに制限します。セキュリティグループ内の各ルールでは、CIDR 表記の IPv4 アド
レス範囲 (a.b.c.d/x)、またはセキュリティグループ識別子 (sg-XXXXXXXX) を使用し
て、送信元 (VPC の場合は送信先) を参照できます。

図 2.AWS マネジメントコンソールでのセキュリティグループ設定

各セキュリティグループは、1 つのリージョンの範囲内にのみ存在することができます。
複数のリージョンで同じ名前を使用できますが、通過が許可されるトラフィックの定義は
異なります。
開始される各インスタンスは、セキュリティグループのメンバーである必要があります。
ホストが Auto Scaling 起動設定または AWS CloudFormation テンプレートの一部とし
て起動されている場合は、必要なセキュリティグループが存在している必要があります。
(AWS CloudFormation テンプレートは、テンプレートの一部として作成されるセキュリ
ティグループを定義する場合があります。)
設定されているセキュリティグループを見直して、必要なレベルのネットワークアクセス
制限が設定されていることを必ず確認する必要があります。
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既存のセキュリティグループの定義のコピーを（コマンドラインツールを使用して）エク
スポートするには、次のコマンドを実行します。
ec2-describe-group –H -–region <移行元リージョン名> >
security_groups.txt

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドのセキュリティグループを参照してくだ
さい。 4

Amazon マシンイメージ
Amazon マシンイメージ (AMI) は、Amazon EC2 内で仮想マシン (EC2 インスタンス)
を作成するために事前設定された、特殊なタイプのオペレーティングシステムイメージで
す。各 AMI には、「X」を 16 進数値（0～9、A～F）とする「ami-XXXXXXXX」という
形式の識別子が割り当てられています。

図 3.AWS マネジメントコンソールの AMI

各 AMI はリージョンごとに一意です。AMI は複数のリージョンにまたがることはありま
せん。ただし、AMI の同じコンテンツは他のリージョン (Amazon Linux 2016.09 や
Windows Server 2012 R2 など) でも使用できます。各リージョンには、このデータの
コピー用に独自の AMI ID があります。
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実行中のインスタンスから独自の AMI を作成して、追加のインスタンスを開始するため
の基礎として使用できます。これらのユーザー作成 AMI には、リージョン内で一意の
AMI ID が割り当てられます。
AMI ID は、Auto Scaling 起動設定および AWS CloudFormation テンプレート内で使用
されます。Auto Scaling または AWS CloudFormation を使用する予定がある場合は、移
行先リージョン内のものに合わせて AMI ID 参照を更新する必要があります。
リージョンをまたいで AMI を移行することは、EC2 AMI のコピー機能を使用してサポー
トされています。 5 AMI のコピーは、AWS マネジメントコンソール、Amazon EC2
CLI、または Amazon EC2 API から、任意の数のリージョンに AMI をコピーできます。
AMI コピーは、Amazon Elastic Block Store (EBS) および instance store-backed AMI
で使用でき、オペレーティングシステムを問いません。
AMI の各コピーは、新しい AMI になり、独自の AMI ID を持ちます。コピー中またはコ
ピー後に元の AMI に加えられた変更は、AMI コピープロセスの一環として新しい AMI に
は反映されません。元の AMI に対して行われた変更をコピーするには、AMI を移行先リ
ージョンに再コピーする必要があります。
注意: 元の AMI に適用された許可とユーザー定義タグは、AMI のコピー処理
の一部として新しい AMI にコピーされることはありません。コピーが完了し
たら、許可とユーザー定義タグを新しい AMI に適用できます。

Amazon EBS ボリューム
Amazon EBS は、EC2 インスタンスに渡すことのできるブロックストレージボリューム
です。EBS ボリュームは、NTFS、Ext4、XFS などの特定のファイルシステムタイプでフ
ォーマットできます。Amazon EBS ボリュームは、オペレーティングシステム起動ボリ
ュームを含めることができるほか、追加のデータドライブとして使用したり
(Windows)、マウントポイントとして使用したり (Linux) することもできます。
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クロスリージョン EBS スナップショットコピー機能を使用して、Amazon EBS ボリュ
ームを移行できます。 6 これにより、AWS マネジメントコンソール、API 呼び出し、ま
たはコマンドラインを使用して、リージョン間で Amazon EBS ボリュームのスナップシ
ョットをコピーできます。
EBS スナップショットコピーには、次の主要な機能があります。
•

AWS マネジメントコンソールに現在のスナップショットコピーの進行状況が表示
され、進捗率を確認できます。

•

複数のスナップショットを選択して同じリージョンにコピーするか、1 つのスナッ
プショットを並行して複数のリージョンにコピーすることにより、複数の EBS
Snapshot Copy コマンドを同時に開始することができます。進行中のコピーは、
関連する EBS ボリュームのパフォーマンスには影響しません。

•

コンソールベースのインターフェイスはプッシュベースです。移行元リージョンに
ログインし、スナップショットを作成する場所をコンソールに伝えます。対照的
に、API とコマンドラインはプルベースです。移行先リージョン内で実行する必要
があります。

プロセス全体は、外部ツールを使用したり設定を行ったりする必要なく実行できます。移
行プロセスの概要を次に示します。
1.

移行に関連する Amazon EBS ボリュームを特定します（特定の補助としてタグ
付けを利用することも考えられます）。

2.

アプリケーションの実行中にコピーできるボリュームと、アプリケーションを一
時停止またはシャットダウンする必要があるボリュームを特定します。EBS
Snapshop Copy は、ボリューム自体ではなく、プライマリボリュームのスナッ
プショットにアクセスします。そのため、コピー中にアプリケーションをシャッ
トダウンして、最新のデータがコピーされるようにする必要があります。
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3.

必要な EBS スナップショットを作成し、そのステータスが「Complete」になる
まで待ちます。

4.

AWS マネジメントコンソール、API、または CLI を使用して EBS スナップショ
ットコピー機能を開始します。

5.

移行先リージョンで、必要なスナップショットを選択して「create volume from
snapshot」機能を使用することにより、Amazon EBS ボリュームを作成しま
す。

ボリュームとスナップショット
Amazon EBS ボリュームのサイズは、現在 1 GB~16 TB (1 GB 単位で増加) です。
Logical Volume Manager (LVM) や Windows Disk Manager などのディスク管理ツー
ルを使用して、複数のブロックデバイスにまたがったり、ストライピングしたりできま
す。複数の Amazon EBS ボリュームをまとめてストライピングして、アプリケーション
に高いパフォーマンスのインスタンスを提供することができます。
常に使用されるボリューム、特に RAID 1 のストライピングまたは LVM ボリュームグル
ープの一部として使用されている複数のボリュームは、スナップショットが作成されてい
ると便利なことがあります。
プロビジョンド IOPS ボリュームは、Amazon EBS のパフォーマンスを高めるためのも
う 1 つの方法です。このボリュームは、予測可能な高パフォーマンスを実現するよう設計
されており、I/O 集約型のワークロード（データベースなど）に適しています。Amazon
EBS ボリュームにプロビジョニングされた IOPS を Amazon EC2 インスタンスで最大限
に活用するために、一部の Amazon EC2 インスタンスタイプでは「EBS 最適化」インス
タンスとして起動できるようになっています。リージョンを移行する前に、これらのイン
スタンスが移行先リージョンのアベイラビリティーゾーンでサポートされていることを確
認することをお勧めします。
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Amazon EBS ボリュームから最適なパフォーマンスを得るための詳細については、
Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EBS パフォーマンスのヒントを参照してくださ
い。 7

Elastic IP アドレス
Elastic IP アドレスは、特定リージョンのアドレスのプールからアカウントに割り当てら
れます。そのため、Elastic IP アドレスをリージョン間で移行することはできません。
この Elastic IP アドレスを指すドメインネームシステム (DNS) サーバーの有効期限
(TTL) 値を更新し、DNS キャッシュの有効期限が許容される遅延時間を 300 秒 (5 分)
以下などに減らすことをお勧めします。DNS TTL を小さくすると、DNS リクエストの増
加、現在の DNS サービスへの負荷の増大、DNS サービスプロバイダからの料金への影響
が考えられます。
DNS の変更は、TTL の変更を段階的に行うことで、より適確に実行できます。例えば、
次があげられます。
•

www.example.com (Elastic IP アドレスを指す) の現在の TTL は 86400 秒 (1
日) 。

•

www.example.com の TTL を 300 秒 (5 分) に変更し、作業のスケジュールを
2 日間に設定。

•

この期間の DNS トラフィックの増加をモニタリング。

•

スケジュールされた作業の開始時に、 www.example.com の TTL をさらに減ら
す。その後で、DNS インフラストラクチャへの負荷 (10 秒など) に応じて、適宜
TTL を減らす。

•

最後の変更から 10 分経過したら、新しいリージョンの A レコードが新しい
Elastic IP アドレスを指すように更新。
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•

少し待ってから、トラフィックが適切に処理されていることを確認し、その後、
TTL を再び 5 分 (300 秒) にまで増やす。

•

一定時間の運用を行ってから、TTL を通常のレベルに戻す。

Elastic Load Balancing
Elastic Load Balancing (ELB) は、アプリケーションへのトラフィックを複数の EC2 イ
ンスタンスに自動的に分散します。
ELB を新しいリージョンに移行することはできません。代わりに、サービスグループ内で
目的のアベイラビリティーゾーンにまたがる新しい Amazon EC2 インスタンスセットを
含む移行先リージョンで新しい ELB サービスを起動する必要があります。
リージョンを移行する前に、移行元と移行先のアベイラビリティーゾーンを見直して、対
応するレベルのゾーンが存在することを確認されることをお勧めします。追加のアベイラ
ビリティーゾーンを検出するシナリオでは、アプリケーションの負荷分散とスケーラビリ
ティの変更が必要になる場合があります。これは、Auto Scaling グループ設定に使用され
る CloudWatch のアラームおよびしきい値の詳しい評価につながる可能性があります。
さらに、古い ELB サービスに関連付けられた SSL 証明書を新しい ELB サービスに追加
する必要があります。また、ヘルスチェック条件を追加して、Amazon EC2 インスタン
スのヘルスチェックを検証する必要もあります。

起動設定と Auto Scaling グループ
Auto Scaling では、お客様が定義する条件に応じて、Amazon EC2 の能力を自動的にス
ケールアップおよびスケールダウンできます。 8
AWS マネジメントコンソールから、現在の Auto Scaling と起動設定の定義を表示できま
す。または、次のコマンドを使用してこの情報を取得することもできます。
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as-describe-auto-scaling-groups –H -–region <移行元リージョン名>
> autoscale_groups.txt

as-describe-launch-configs –H –-region <移行元リージョン名> >
launch_configs.txt
抽出された Auto Scaling グループと起動設定は、移行元リージョンに存在する AMI、セ
キュリティグループ、SSH キーペアを参照します。移行先リージョンへのこれらのリソー
スの移行については、前のセクションを参照してください。次に、新しい AMI ID とセキ
ュリティグループを使用して、移行先リージョンで新しい Auto Scaling グループと起動
設定を作成します。
Auto Scaling グループおよび起動設定の詳細については、Auto Scaling ユーザーガイド
の Amazon EC2 Auto Scaling の開始方法 をご覧ください。 9

リザーブドインスタンスに関する考慮事項
多くのお客様が、Amazon EC2、Amazon Redshift、Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)、Amazon EMR のリザーブドインスタンスを大幅に割引された
価格でご利用になることができます。Amazon EC2 スタンダードリザーブドインスタン
ス (またはリザーブドキャッシュノード) は、1 年または 3 年間で特定のリージョンの特
定のインスタンスタイプに割り当てられますが、Amazon EC2 コンバーティブルリザー
ブドインスタンスではインスタンスタイプを柔軟に変更できます。
リザーブドインスタンスには、「全額前払い」、「一部前払い」、「前払いなし」の 3 種
類のお支払い方法が用意されています。前払い費用と時間あたりの料金は、この利用レベ
ルおよび地理的なリージョンによって変わります。
リザーブドインスタンスを購入する場合、前払いが大きいほど割引も大きくなります。費
用を最大限に節減するために、全額前払いを行って最大の割引を得ることができます。一
部前払いのリザーブドインスタンスでは割引額が低くなりますが、前払い料金を抑えるこ

ページ12

とができます。前払いなしでも少額の割引を受けることもできます。これによって浮いた
資金をほかのプロジェクトに回すことができます。
Amazon EC2 のリザーブドインスタンスを購入済みで、それを別のリージョンに移行す
る場合は、まずそれをリザーブドインスタンスマーケットプレイスで売却することをお勧
めします。売却されると、請求は購入者に切り替わり、そのリザーブドインスタンスに対
して請求されることはなくなります。その後、購入者が残りの期間の支払いを継続しま
す。オンデマンドインスタンスに関して割引を受けるには、移行先のリージョンの短い期
間のリザーブドインスタンスを、リザーブドインスタンスマーケットプレイスで購入する
か AWS から直接購入します。リザーブドインスタンスマーケットプレイスを利用する
と、請求を新しいリージョンに簡単に「移行」できます。リザーブドインスタンスを売買
する方法の詳細については、リザーブドインスタンスマーケットプレイスからの購入 10お
よび Amazon EC2 Reserved Instance Marketplace を参照してください 11。
新しいリージョンへの移行に先だってリザーブドインスタンスを売買する際は、費用の持
つ意味をあらかじめ慎重に評価することをお勧めします。

ネットワークとコンテンツ配信ネットワー
クリソースの移行
このセクションでは、サブネット、ルートテーブル、仮想プライベートネットワーク、ア
クセスコントロールリスト、ドメインネームシステムなどのネットワークリソースの移行
について説明します。

Amazon Virtual Private Cloud の移行
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) では、AWS クラウドのプライベートで
孤立したセクションをプロビジョニングすることができます。ここでは、お客様が定義す
る仮想ネットワークで AWS リソースを起動することができます。
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VPC を作成すると、VPC はリージョン内に存在し、そのリージョン内のすべてのアベイ
ラビリティーゾーンにまたがります。新しいリージョンに移動または移行することはでき
ません。しかし、移行先リージョン内に新しい VPC を作成することはできるので、今ま
での VPC と同じ IP アドレス範囲を使用できる可能性もあります。次のコマンドを使用し
て、すべての VPC を一覧表示できます。
aws ec2 describe-vpcs
VPC は複数のコンポーネントで構成され、移行先リージョンで再作成する必要がありま
す。
•

サブネット: 移行先 VPC で同じサブネットを再作成する必要があります。次のコ
マンドを使用して、VPC 内のすべてのサブネットを一覧表示できます。

aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=vpcabcd1234"
•

DHCP オプションセット: カスタマイズした DHCP オプションセットがある場合
は、移行先リージョンで再作成する必要があります。DHCP オプションセットの
詳細は、次のコマンドを使用して取得できます。

aws ec2 describe-dhcp-options
•

インターネットゲートウェイ: 移行先リージョンでインターネットゲートウェイを
再作成する必要があります。これを行うには、次のコマンドを実行します。

aws ec2 create-internet-gateway
aws ec2 attach-internet-gateway --vpc-id vpc-abcd1234
前のコマンドで返されたインターネットゲートウェイリソース ID は、ルートテ
ーブルで使用されます。
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•

NAT ゲートウェイ: 移行先リージョンの VPC に NAT ゲートウェイを再作成する
必要があります。次のコマンドを使用して、すべての NAT ゲートウェイを一覧表
示できます。

aws ec2 describe-nat-gateways
•

ルートテーブル: 移行先リージョンでルートテーブルを再作成する必要がありま
す。次のコマンドを使用して、VPC のすべてのルートテーブルを一覧表示できま
す。

aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpcid,Values=vpc-abcd1234"

注意 : ゲートウェイ (インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェイな
ど) のリソース ID は移行先の範囲内で変化するため、必ず新しいリソー
ス ID を使用してください。

•

セキュリティグループ: 移行先リージョンでセキュリティグループを再作成する必
要があります。次のコマンドを使用して、すべてのセキュリティグループを一覧表
示できます。

aws ec2 describe-security-groups
•

ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL): ネットワーク ACL を変更した
場合は、ネットワーク ACL を再作成する必要があります。次のコマンドを使用し
て、VPC のネットワーク ACL を一覧表示できます。

aws ec2 describe-network-acls --filters "Name=vpcid,Values=vpc-0f7ec66a"
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•

カスタマーゲートウェイ: 移行先リージョンでカスタマーゲートウェイを再作成す
る必要があります。次のコマンドを使用して、すべてのカスタマーゲートウェイを
一覧表示できます。

aws ec2 describe-customer-gateways
•

仮想プライベートゲートウェイ: 移行先リージョンで仮想プライベートゲートウェ
イを再作成する必要があります。次のコマンドを使用して、すべての仮想プライベ
ートゲートウェイを一覧表示できます。

aws ec2 describe-vpn-gateways
•

VPN: 移行先リージョンでの VPN の作成の詳細については、こちらを参照してく
ださい。 12

AWS Direct Connect リンクの移行
AWS Direct Connect は、物理インフラストラクチャを AWS サービスに結び付けるサー
ビスです。AWS Direct Connect が提供される場所の施設には、1 つ以上のファイバー接
続がプロビジョニングされています。
新しいリージョンで新しいリンクをプロビジョニングする場合は、新しい AWS Direct
Connect サービスを要求し、末端の回路をそのインフラストラクチャにプロビジョニング
します。AWS Direct Connect の料金は地理的なロケーションにより異なります。
既存の接続は、不要になったときにいつでも終了できます。
AWS は、各地理的リージョンで数種類の提携パートナーと関係を結んでいます。
Amazon の AWS Direct Connect パートナーの最新の一覧は、
http://aws.amazon.com/directconnect/partners/ をご覧ください。
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Amazon Route 53 を使用した移行プロセスの補
助
Amazon Route 53 は、高い可用性を持つ DNS サービスで、世界中のすべての AWS リ
ージョンおよびエッジロケーションから利用できます。DNS は、トラフィックを一度
に、または徐々にルーティングすることによって 1 つの場所から別の場所にスムーズに移
行するのに役立つため、移行シナリオの管理にとって非常に効果的です。移行先リージョ
ン内でアプリケーションのコピー向けに新しい DNS レコードを追加することにより、ア
プリケーションへのアクセスをテストし、新しいサイトおよびリージョンへの切り替え時
期を決定することが可能です。
アプローチの 1 つに、加重リソースレコードセットの使用があります。この機能により、
同じ DNS 名を使用する場合に、特定の各アドレスにルーティングするトラフィックの割
合を決定できます。例えば、すべてのトラフィックを今までのリージョンにルーティング
し、新しいリージョンにはまったくルーティングしない場合は、次のような設定を使用し
ます。
www.mysite.com CNAME elbname.sourceregion.com 100
www.mysite.com CNAME elbname.destinationregion.com 0
移行を実施するときになったら、これらのレコードの比重を次のように反転させます。
www.mysite.com CNAME elbname.sourceregion.com 0
www.mysite.com CNAME elbname.destinationregion.com 100
これにより、すべての新しい DNS リクエストは新しいリージョンに解決されます。
注意: DNS 解決がキャッシュされている、長い TTL が存在している、TTL の
更新が行われていないなどの場合、一部のお客様は古いアドレスを使用し続け
る可能性があります。
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図 4.リージョン移行における Amazon Route 53 の活用

また、2 つのリージョンを使用する運用モデルをアプリケーションがサポートしている場
合は、比重を変化させることによって徐々に切り替えることもできます。詳細について
は、Amazon Route 53 ユーザーガイドのレコードを使用するを参照してください。 13

Amazon CloudFront 配信の移行
Amazon CloudFront は、世界中にある数多くの AWS エッジロケーションで稼動するコ
ンテンツ配信サービスです。Amazon CloudFront は、カスタマーデータをディストリビ
ューションと呼ばれる設定セットとして配信します。各ディストリビューションには 1 つ
の設定済みオリジンがありますが、キャッシュ動作の場合と同様に、複数のオリジンを持
つことができます。
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各配信元は Amazon S3 バケットまたはウェブサーバーで、これには（世界中のいずれか
の AWS リージョンの）Amazon EC2 内で実行されているウェブサーバーも含まれま
す。

CloudFront コンソールでオリジンを更新するには
1. このドキュメント内の Amazon EC2 インスタンスまたは Amazon S3 バケット
に関連する項を参照して、配信元サーバーまたはバケットを新しいリージョンに移
動します。
2. CloudFront コンソールで、ディストリビューションを選択し、Distribution
Settings を選択します。
3. Origins タブで、編集するオリジンを選択し (1 つのみ使用できます)、Edit を選
択します。

4. Origin Domain Name を新しいサーバーまたはバケットの名前で更新します。
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5. Yes, Edit を選択します。
詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドのディストリビューションの更新を
ご覧ください。 14

ストレージリソースの移行
このセクションでは、オブジェクトストレージ、ファイルストレージ、アーカイブに使用
されるサービスの移行について説明します。

Amazon S3 バケットの移行
Amazon S3 はシンプルなウェブサービス インターフェイスを提供し、どんなサイズのデ
ータでもウェブ経由で登録し、いつでも取得することができます。
Amazon S3 バケットを作成すると、そのバケットは単一の AWS リージョン内に物理的
に存在します。別のリモートリージョンからバケットにアクセスした場合に、ネットワー
ク遅延がアクセスに影響を与える可能性があります。Amazon S3 バケットへの何らかの
参照、およびバケットを地理的に分散させることは、遅延の原因になる可能性があるた
め、注意を払う必要があります。
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Amazon S3 バケットを移行するには、リージョンで新しい S3 バケットを作成し、その
バケットにデータをコピーする必要があります。新しいバケットには汎用的に一意の名前
が必要であり、移行元リージョンのバケットと同じ名前を付けることはできません。アカ
ウント間でバケットをコピーするときにバケット名を保持することが目的である場合は、
中間ステップを実行する必要があります。この場合、最初に中間バケットにデータをコピ
ーしてから、移行元バケットを削除します。移行元バケットが削除された後、名前が再び
利用可能になるまで約 24 時間待つ必要があります。次に、新しいアカウントに移行元の
名前でバケットを作成し、以前と同じ方法でデータを転送します。
Amazon S3 バケットの命名規則の詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドのバケ
ットの制約と制限をご覧ください。 15

Amazon S3 バケットでの仮想ホスティング
Amazon S3 の静的ウェブサイトホスティング機能を使用して、ウェブサイトをホストす
る場合が考えられます。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの Amazon S3 で
の静的ウェブサイトのホスティングを参照してください。 16
簡潔でユーザーフレンドリーになるように、お客様は Amazon S3 でホストするウェブコ
ンテンツに対して、http://bucketname.s3.amazonaws.com という URL を
http://my.bucketname.com とするような DNS CNAME エイリアスを使用することが
あります。CNAME エイリアスにより、具体的な Amazon S3 URL エンドポイントがウェ
ブブラウザから抽出されます。詳細については、Amazon S3 ユーザガイドのバケットの
仮想ホスティングをご覧ください。 17
以前は静的ウェブサイトとして使用されていた Amazon S3 バケットを新しい AWS リー
ジョンに移行する場合、リージョン間でバケットをコピーするときにバケット名を保持す
る必要があります。まず、中間バケットにデータをコピーし、次に移行元バケットを削除
します。移行元バケットが削除された後、その名前を再利用して移行先リージョンに新し
いバケットを作成できるようになるまでに時間がかかることがあります。バケット名が使
用可能になったら、移行元の名前で新しいリージョンにバケットを作成し、前に説明した
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のと同じ方法を使用してデータを転送します。詳細については、Amazon S3 バケットを
別の AWS リージョンに移行する方法を教えてくださいを参照してください。 18

AWS マネジメントコンソールを使用したオブジェクトの移動
AWS マネジメントコンソールには、複数のオブジェクトを Amazon S3 バケット間でコ
ピーまたは移動する機能があります。1 つ以上のオブジェクトを手動で選択し、ポップア
ップメニューから Cut または Copy を選択することで、これらの項目を別の地理的リー
ジョンの移行先 Amazon S3 バケットに貼り付けたり移動したりできます。

図 5.を使用して Amazon S3 オブジェクトをコピーする
AWS マネジメントコンソール

サードパーティツールを使用したオブジェクトのコピーまたは移動
バケット間で Amazon S3 オブジェクトをコピーまたは移動する場合、サードパーティ製
のさまざまなツールを使用できます。AWS パートナーソリューションファインダーを使
用して 「Storage ISV」を検索することで、AWS パートナー製品を検索できます。 19
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Amazon API および SDK を使用したコピー
Amazon SDK および API を使用して、プログラムでバケット間で Amazon S3 オブジェ
クトをコピーまたは移動できます。Amazon S3 のオブジェクトレベルの操作の詳細につ
いては、Amazon S3 API Reference の Operations on Objects をご覧ください。 20
オブジェクトのコピープロセスを高速化するには、PUT Object-Copy 操作を使用できま
す。PUT Object - Copy 操作は、GET の後で PUT API 呼び出しを行うことを 1 つの操
作で実行することにより、目的のバケットにコピーすることができます。詳細について
は、Amazon S3 API Reference の PUT Object – Copy をご覧ください。 21
Amazon EMR ツールで S3DistCp ツールを使用して、大量のデータを移行元リージョン
の Amazon S3 バケットから移行先リージョンの Amazon S3 バケットに効率的にコピー
することもできます。これは、バケットが大きく、移行全体の時間を大幅に短縮するため
に推奨されます。S3DistCp は、AWS、特に Amazon S3 と連携するように最適化され
た、オープンソースツール DistCp の拡張機能です。S3DistCp は EMR クラスターを使用
してデータを転送します。EMR クラスターに対して追加料金が発生します。ここで説明
しているように、スポットインスタンスを使用して、データをコピーするための EMR ク
ラスターの実行コストを削減できます。 22 S3DistCp の詳細については、こちらを参照し
てください。 23
また、Amazon S3 クロスリージョンレプリケーション機能を使用して、AWS リージョ
ン間でデータをレプリケートすることもできます。クロスリージョンレプリケーションで
は、Amazon S3 バケットにアップロードされたすべてのオブジェクトは、移行元リージ
ョンの S3 バケットから移行先リージョンのバケットに自動的にレプリケートされます。
クロスリージョンレプリケーションを有効にする前に Amazon S3 バケットに存在するデ
ータはレプリケートされません。既存のデータを移行するには、移行元バケット内のオブ
ジェクトの基になるメタデータまたは ACL を更新するスクリプトを記述して、移行先バ
ケットへのレプリケーションをトリガーできます。クロスリージョンレプリケーションの
使用の詳細については、こちらを参照してください。 24
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Amazon Glacier ストレージの移行
Amazon S3 Glacier は、AWS の高度なアーカイブストレージサービスです。アクセスの
少ない大容量のデータを処理するように設計されています。
Amazon S3 Glacier では、要件の緊急性に応じて、データを取り出すための複数のオプ
ションがあります。オプションには、Expedited、Standard、Bulk があります。料金オ
プションの詳細については、こちらを参照してください。 25 標準取り出しの場合、
Amazon S3 Glacier では、1 か月あたり 10 GB までの無料取り出しを利用できます。こ
の量を超えるデータを取得すると、追加料金が発生します。
Amazon S3 Glacier からデータを取得するために使用されるプロセスは、次のように、
データのアーカイブ方法によって異なります。

Amazon S3 ライフサイクルポリシーを Amazon S3 から Amazon S3 Glacier に
データを移行するために使用する場合:
これらのオブジェクトのストレージクラスは GLACIER ですが、Amazon S3 コンソール
または API を介してのみアクセスできます。
1. Amazon S3 コンソールまたは API を使用して、アーカイブされたオブジェクト
の一時コピーを Amazon S3 Glacier に復元します。一時コピーを利用可能にする
日数を指定します。この期間中は、Amazon S3 Glacier と一時コピーの両方のス
トレージ料金が発生します。
2. このホワイトペーパーの Amazon S3 バケットの移行の手順を使用して、移行元
リージョンから移行先リージョンに S3 データをコピーします。
3. 移行先リージョンで Amazon S3 ライフサイクルポリシーを設定し、Amazon S3
から Amazon S3 Glacier にデータを移行します。
4. Amazon S3 ライフサイクルポリシーを更新して、移行元リージョンの Amazon
S3 Glacier に保存されているデータを削除します。
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Amazon S3 Glacier API をボールト内のアーカイブにデータを保存するために
使用する場合:
1. アーカイブの取得ジョブを開始し、アーカイブ全体またはアーカイブの一部を後続
のダウンロード用に準備するように Amazon S3 Glacier にリクエストします。
2.

取得ジョブが完了したら、ステージング領域にバイトをダウンロードします。ス
テージング領域として Amazon S3 を使用していて、アーカイブが 5 TB を超え
る場合は、バイト範囲を使用して出力サイズを 5 TB 未満に制限する必要があり
ます。Amazon S3 Glacier は最大 40 TB の個別のアーカイブをサポートします
が、Amazon S3 のオブジェクトサイズ制限は 5 TB です。

3.

Amazon S3 Glacier API を使用して、ステージング領域から Amazon S3
Glacier にデータを転送できます。または、移行元リージョンのステージング領域
として Amazon S3 を使用する場合は、S3DistCp などのツールを使用して移行
先リージョンの Amazon S3 にデータをコピーし、Amazon S3 Glacier API を
使用して移行先リージョンの Amazon S3 Glacier にアーカイブを再作成できま
す。

4.

ステージング領域および移行元リージョンの Amazon S3 Glacier から作成され
た一時ファイルを削除します。

Amazon Elastic File System の移行
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) では、AWS クラウドで Amazon EC2 イ
ンスタンスと組み合わせて使用する、シンプルでスケーラブルなファイルストレージを提
供しています。Amazon EFS では、ストレージ容量は伸縮自在です。ファイルの追加や削
除に合わせて自動的に拡張および縮小されるため、アプリケーションは必要なときに必要
なストレージを利用できます。Amazon EFS ファイルシステムではストレージのプロビジ
ョニングが不要で、ギガバイト単位からペタバイト単位まで自動的にスケールできます。
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Amazon EFS は NFSv4.1 プロトコルを使用し、Linux ベースの AMI からアクセスでき
ます。
Amazon EFS に保存されているデータを 1 つのリージョンから別のリージョンに移行す
るには、2 つのオプションがあります。
•

Amazon EFS から Amazon EBS にファイルをコピーします。Amazon EFS のデ
ータが、単一の EBS ボリューム (最大サイズが 16 TB) で対応できる容量を超え
る場合、サードパーティのソフトウェアを使用して複数の EBS ボリュームにデー
タを分散する必要がある場合があります。次に、クロスリージョン EBS スナップ
ショットコピー機能を使用して Amazon EBS ボリュームを移行し、EBS から
EFS にファイルをコピーできます。

•

EFS から S3 にファイルをコピーします。次に、前述のプロセスを使用して、移
行元リージョンから移行先リージョンに S3 バケットのデータをコピーします。移
行先リージョンで、S3 から EFS にファイルをコピーします。

移行が成功したことを確認したら、移行元リージョンの EFS ファイルと転送に使用され
た一時リソース（S3 および EBS）を削除して、使用していないサービスの料金が発生し
ないようにします。

AWS Storage Gateway の移行
AWS Storage Gateway サービスでは、お客様が既存のオンプレミスのストレージインフ
ラストラクチャおよびデータを AWS クラウドとシームレスに統合できます。このサービ
スでは、プロセスの中断を最小限に抑えるために、業界標準のストレージプロトコルを使
用して既存のストレージアプリケーションとワークフローを AWS クラウドストレージサ
ービスに接続します。頻繁にアクセスするデータをオンプレミスで維持することにより低
レイテンシーのパフォーマンスを提供しながら、Amazon S3、Amazon EBS、Amazon
S3 Glacier に安全かつ永続的にデータを保管します。
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新しいリージョンでゲートウェイを作成したら、このホワイトペーパーの他の場所で詳し
く説明されているこれらのサービスのネイティブな移行機能を使用して、Amazon S3 ま
たは Amazon EBS に保存されているデータを移行できます。Storage Gateway を移行
するアプローチは、移行元リージョンで使用したインターフェイスによって異なります。
•

ファイルインターフェイス: 移行先リージョンを指すファイルストレージゲートウ
ェイを作成します。 26 移行先リージョンに S3 バケットを作成し、前に定義した
プロセスを使用して、移行元リージョンの S3 バケットから移行先リージョンにデ
ータをコピーします。また、S3 クロスリージョンレプリケーションを有効にし
て、移行元リージョンの S3 バケットに対する更新が移行先リージョンに自動的に
レプリケートされるようにすることもできます。ゲートウェイから S3 ファイルに
アクセスするために、移行先リージョンの S3 バケットに Storage Gateway ファ
イル共有を作成します。 27 AWS Storage Gateway コンソールから更新を開始す
る 28か、API Reference の RefreshCache オペレーションを使用して、ゲートウ
ェイに維持および保存されたオブジェクトのインベントリを更新できます。 29

•

ボリュームインターフェイス: 移行先リージョンを指すボリュームゲートウェイを
作成します。 30 移行元リージョンでボリュームの EBS スナップショットを作成し
ます。 クロスリージョン EBS スナップショットコピー機能を使用して、Amazon
EBS ボリュームを移行先リージョンにコピーします。EBS スナップショットから
移行先リージョンに Storage Gateway ボリュームを作成します。 31

•

テープインターフェイス: アーカイブしたテープはアーカイブに保存され、オフラ
インストレージを提供します。まず、アーカイブからゲートウェイにテープを取得
してから、ゲートウェイからクライアントマシンにテープを取得する必要がありま
す。手順の詳細については、こちらを参照してください。 32 クライアントマシン
にテープデータを取得したら、移行先リージョンを指すテープゲートウェイを作成
して、 33移行先リージョンに同じデータを保存できます。

使用を継続する予定がないリソースに対する料金が発生しないように、移行元リージョン
に関連付けられているゲートウェイリソースをクリーンアップする必要があります。 34
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データベースリソースの移行
このセクションでは、リレーショナルデータベース、NoSQL、キャッシュ、データウェア
ハウスのデータベースサービスの移行について説明します。

Amazon RDS サービスの移行
Amazon RDS は、クラウドでリレーショナルデータベースを簡単にセットアップ、本
番、拡張することのできるウェブサービスです。これにより、時間のかかるデータベース
管理作業をお客様の代わりに実行して、お客様を管理業務から解放し、アプリケーション
とビジネスに集中させることができます。このサービスはコスト効率もよく、データベー
ス容量の変更にも柔軟に対応します。

データベースセキュリティグループ
Amazon RDS は、CIDR 表記の IPv4 ネットワークアドレスまたは Amazon EC2 セキュ
リティグループを使用してデータベースサービスへのアクセスを制限する、独自のセキュ
リティグループセットを備えています。各 Amazon RDS セキュリティグループは名前を
持ち、1 つの AWS リージョンにのみ存在できます (Amazon EC2 セキュリティグループ
と同様)。

データベースインスタンスとデータ
Amazon Aurora の移行に必要な手順は、Oracle や MySQL などの他の RDS データベー
スエンジンとは異なります。Amazon Aurora は、MySQL と互換性のあるリレーショナ
ルデータベースエンジンで、高性能の商業用データベースの可用性およびスピードと、オ
ープンソースデータベースのコスト効率性および簡素性を併せ持っています。
Amazon Aurora データベース (DB) クラスターを移行先リージョンにリードレプリカと
して作成できます。リードレプリカは、暗号化された DB クラスターと暗号化されていな
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い DB クラスターに対して作成できます。移行元 DB クラスターが暗号化されている場合
は、リードレプリカを暗号化する必要があります。リードレプリカを作成すると、
Amazon RDS により移行元クラスターのスナップショットが取得され、リードレプリカ
リージョンにスナップショットが転送されます。移行元データベースのデータに変更が加
えられるたびに、Amazon RDS により移行元リージョンからリードレプリカリージョン
にデータが転送されます。リージョン間でのデータのレプリケーションに必要な手順の詳
細については、こちらを参照してください。 35
Aurora 以外のデータベースエンジンの場合、 AWS Database Migration Service を使用
して、移行元リージョンから移行先リージョンにデータベースを移行できます。 36 また
は、次の手順を実行することもできます。お客様は、データを静止させ、データベースを
移動し、操作を再開するために、アプリケーションのダウンタイムのスケジュールを設定
する必要があります。移行プロセスの概要を次に示します。
1. すべてのトランザクションを停止するか、スナップショットを作成します (ただ
し、この時点以降の変更は失われ、移行先の Amazon RDS インスタンスに再適用
する必要がある可能性があります) 。
2. 一時的な Amazon EC2 インスタンスを使用して、すべてのデータを Amazon
RDS からファイルにダンプします。
o

MySQL の場合は、mysqldump ツールを使用します。必要に応じてこの
ダンプを圧縮します (bzip または gzip をご覧ください)。

o

MS SQL の場合、bcp ユーティリティを使用して、Amazon RDS SQL DB
インスタンスからファイルにデータをエクスポートします。SQL Server
のスクリプトの生成とパブリッシュウィザードを使用すると、データベー
ス全体のスクリプトまたは選択したオブジェクトのみのスクリプトを作成
できます。 37

ページ29

注意: Amazon RDS は、Microsoft SQL Server バックアップファイルの復元
をサポートしていません。

o

Oracle の場合は、Oracle Export/Import ユーティリティまたは Data
Pump 機能を使用します (http://aws.amazon.com/articles/AmazonRDS/4173109646282306)。

o

PostgreSQL の場合、pg_dump コマンドを使用してデータをエクスポー
トできます。

3. このデータを、CP、FTP、Rsync などの標準的なツールを使用して移行先リージ
ョン内のインスタンスにコピーします。
4. 新しい Amazon RDS セキュリティグループを使用して、移行先リージョンで新し
い Amazon RDS インスタンスを開始します。
5. 保存したデータをインポートします。
6. データベースがアクティブで、自分のデータが存在していることを確認します。
7. 移行元リージョンで、古い Amazon RDS インスタンスを削除します。
Amazon RDS へのデータのインポートの詳細については、 Amazon RDS ユーザーガイ
ドの DB インスタンスへのデータのインポートを参照してください。 38

Amazon DynamoDB の移行
Amazon DynamoDB は、完全マネージド型の NoSQL データベースサービスであり、高
速で予測可能なパフォーマンスとシームレスな拡張性が特長です。完全マネージド型のク
ラウドデータベースで、ドキュメントとキー値のストアモデルの両方をサポートしていま
す。
1 つのリージョンから別のリージョンに Amazon DynamoDB を移行するプロセスの概要
を次に示します。
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•

(オプション) 移行元テーブルでライブトラフィックを受信していない場合は、こ
のステップをスキップできます。それ以外の場合は、移行元テーブルが継続的に更
新されている場合は、DynamoDB ストリームを有効にして、テーブルのコピーが
進行中にこれらのライブ書き込みを記録する必要があります。1 回限りのテーブル
のコピー (次に示す) が完了したら、DynamoDB ストリームレコード (移行元テ
ーブルから生成された) を継続的に消費し、移行先テーブルに適用するレプリケー
ションプロセスを作成します。これは、移行先リージョンの DynamoDB テーブ
ルが移行元リージョンの DynamoDB テーブルに追いつくまで続きます。この時
点で、すべての新しい書き込みが移行先リージョンの DynamoDB テーブルに書
き込まれます。これを行う方法の詳細については、Amazon DynamoDB 開発者
ガイドの DynamoDB ストリーム を使用したテーブルアクティビティのキャプチ
ャを参照してください。 39

•

テーブルのコピープロセスを開始します。これを行うには、いくつかの方法があり
ます。
o

Amazon DynamoDB コンソールから利用可能な Import/Export オプショ
ンを使用します。これにより、データを Amazon S3 にエクスポートし、別
の Amazon DynamoDB テーブルにインポートします。詳細については、
Amazon DynamoDB 開発者ガイドの AWS Data Pipeline を使用して
DynamoDB データをエクスポートおよびインポートするを参照してくださ
い。 40

o

GitHub の Amazon Web Services Labs リポジトリにあるカスタム Java
DynamoDB Import Export Tool を使用します。このツールは、並列テーブ
ルスキャンを実行し、スキャンされた項目を移行先テーブルに書き込みま
す。 41

o

テーブルのコピーを実行する独自のツールを記述します。基本的には移行元
テーブルの項目をスキャンし、並列の PutItem 呼び出しを使用して移行先テ
ーブルに項目を書き込みます。
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データ移行にどちらの方法を選択しても、移行アクティビティに必要な読み込みおよび書
き込みスループットの量を考慮し、特にテーブルが本稼働トラフィックを処理している場
合は、十分なキャパシティーをプロビジョニングする必要があります。

Amazon SimpleDB の移行
Amazon SimpleDB は、可用性と柔軟性に優れ、データベース管理の負担を軽減する、非
リレーショナル型のデータストアです。開発者は、データ項目の格納と照会をウェブサー
ビスリクエスト経由で行うだけで、残りの処理は Amazon SimpleDB によって自動的に
実行されます。
Amazon SimpleDB データを AWS リージョン間でコピーするには、あるリージョンの
Amazon SimpleDB ドメインからデータを抽出し、別のリージョンの該当する移行先にコ
ピーする、具体的なジョブまたはスクリプトを作成する必要があります。このジョブは
Amazon EC2 インスタンスでホストする必要があります。目的と専門知識に合った、関
連する SDK を使用する必要があります。
移行には、次の方法があります。
•

既存のドメインと新しいドメインに同時に接続し、既存のドメインに対してデータ
のクエリを行ってから、データを新しいドメインに配置します。

•

既存のドメインからデータを抽出し、ファイル (またはファイルのセット) に保存
してから、データを新しいドメインに配置します。BatchPutAttribute という API
呼び出しを使用することにより、パフォーマンスを高め、実行する API 呼び出し
の数を減らすことをお勧めします。

http://backupsdb.com/ から使用できるサードパーティ製ソリューションがお客様のニ
ーズに合っている可能性もあります。
いずれかのサードパーティ製ソリューションを使用する場合は、明確にセキュリティが確
保されている IAM ユーザー認証情報だけを共有し、移行が完了したらその認証情報を削
除することをお勧めします。
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Amazon ElastiCache の移行
Amazon ElastiCache は、インメモリキャッシュのデプロイ、運用、スケーリングをクラ
ウド内で簡単に実行できるようにするウェブサービスです。このサービスは、低速のディ
スクベースのデータベースに完全に依存せずに、高速のマネージド型インメモリデータス
トアから情報を取得できるようにすることで、ウェブアプリケーションのパフォーマンス
を向上させます。ElastiCache は、Redis と Memcached の 2 つのオープンソースのイ
ンメモリエンジンをサポートしています。
Redis を実行する Amazon ElastiCache クラスターを移行するために必要な手順の概要を
次に示します。
1. ElastiCache クラスターの手動バックアップを作成します。手動バックアップの実
行の詳細については、こちらを参照してください。 42 バックアップは、クラスタ
ー内の全データとクラスターのメタデータで構成されます。
2.

ElastiCache コンソール、AWS CLI、または ElastiCache API を使用して、バッ
クアップを Amazon S3 にエクスポートします。バックアップを Amazon S3 に
エクスポートする方法の詳細については、こちらを参照してください。 43

3.

前に定義したプロセスを使用して、移行元リージョンの S3 バケットから移行先
リージョンにバックアップデータをコピーします。

4.

移行先リージョンのバックアップから ElastiCache クラスターを復元します。復
元オペレーションは、新しい Redis クラスターを作成して入力します。 44

Memcached を使用する ElastiCache クラスターの場合、推奨されるアプローチは、新し
い ElasticCache クラスターを開始し、アプリケーションの使用状況を通じてそれ自体に
入力を開始することです。
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Amazon Redshift の移行
Amazon Redshift は高速で完全マネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスで
す。お客様は、シンプルかつ費用対効果の高い方法で、すべてのデータを既存のビジネス
インテリジェンスツールで分析できます。
移行プロセス中は、Amazon Redshift クラスターの更新を一時停止することをお勧めし
ます。
クラスター全体を移動する手順の概要を次に示します。
•

クロスリージョンスナップショット機能を使用して、移行先リージョンにスナップ
ショットを作成します。クロスリージョンスナップショットの作成の詳細について
は、こちらを参照してください。 45

•

スナップショットからクラスターを復元します。これを行うと、Amazon
Redshift は新しいクラスターにすべてのスナップショットデータを含む新しいク
ラスターを作成します。スナップショットからクラスターを復元する方法の詳細に
ついては、こちらを参照してください。 46

ここでは、特定のテーブルを移動する手順の概要を示します。
1. 移行元リージョンの Amazon Redshift クラスターに接続し、Unload コマンドを
使用して Amazon Redshift から Amazon S3 にデータをエクスポートします。
2. 前述の手順を使用して、移行元リージョンから移行先リージョンに S3 データをコ
ピーします。
3. 移行先リージョンで Amazon Redshift クラスターと必要なテーブルを作成しま
す。
4. COPY コマンドを使用して、Amazon S3 から必要なテーブルにデータをロードし
ます。
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分析リソースの移行
このセクションでは、インタラクティブなクエリ、Hadoop、Elasticsearch の分析サービ
スの移行について説明します。

Amazon Athena の移行
Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータを標
準 SQL を使用して簡単に分析できます。
S3 バケットがあるリージョンと同じリージョンで Amazon Athena を実行することをお
勧めします。Amazon Athena と Amazon S3 を異なるリージョンで実行すると、レイテ
ンシーとリージョン間のデータ転送コストが増加します。したがって、まず S3 データを
移行元リージョンから移行先リージョンに移行してから、移行先リージョンの S3 データ
に対して Athena を実行する必要があります。

Amazon EMR の移行
Amazon EMR では、管理された Hadoop フレームワークが提供され、動的にスケーリン
グ可能な Amazon EC2 インスタンスで、大量のデータを、簡単、高速、高コスト効率な
方法で処理できます。
EMR クラスターは移行先リージョンで再作成する必要があります。移行元リージョンか
ら移行先リージョンへのデータの移行は、データが Amazon S3 または Hadoop
Distributed File System (HDFS) に保存されているかどうかによって異なります。デー
タが Amazon S3 に保存されている場合は、前述の手順に従って、移行元リージョンから
移行先リージョンに S3 データを移行できます。ここでは、データが HDFS に保存される
場合の移行プロセスの概要を示します。
•

S3DistCp コマンドを使用して、移行元リージョンの HDFS にあるデータを移行
先リージョンの Amazon S3 にコピーします。
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•

S3DistCp を使用して、Amazon S3 から移行先リージョンの HDFS にデータをコ
ピーします。

Amazon Elasticsearch Service の移行
Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) は、ログ分析、全文検索、アプリケーシ
ョンモニタリングなどを行う Elasticsearch を簡単にデプロイ、操作、スケールを容易に
するフルマネージド型サービスです。
移行先リージョンで Amazon Elasticsearch ドメインを再作成する必要があります。移行
元リージョンから移行先リージョンにデータを移行するプロセスの概要を次に示します。
•

Amazon ES ドメインの手動スナップショットを作成します。スナップショットは
Amazon S3 バケットに保存されます。 47

•

移行元リージョンから移行先リージョンに S3 データをコピーします。

•

移行先リージョンの Amazon Elasticsearch ドメインにスナップショットを復元
します。

アプリケーションサービスとメッセージン
グリソースの移行
このセクションでは、キュー、通知、Amazon API Gateway のアプリケーションサービ
スの移行について説明します。

Amazon SQS の移行
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、コンピュータ間でやり取りされる
メッセージを格納するための、信頼性のある、拡張性の高い、ホスティングされたキュー
を提供しています。
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Amazon SQS キューは、リージョンごとに存在します。キュー内のデータを移行するに
は、移行元リージョンのキューの内容を取り出し、移行先リージョンの新しいキューに挿
入する必要があります。
キューを移行するときは、引き続きメッセージを適切な順番で処理し続ける必要があるこ
とに注意してください。
順番が重要でない場合:
1. 移行先リージョンに新しいキューを作成します。
2. 移行先リージョンの新しいキューにメッセージを書き込むようにアプリケーション
を設定します。
3. 移行元リージョンの Amazon SQS キューからメッセージを読み取るアプリケーシ
ョンを、移行先リージョンの新しいキューから読み取るように再設定します。
4. スクリプトで古いキューから繰り返し読み取り、新しいキューに送信します。
5. 移行元リージョンの古いキューが空の場合は、削除します。
順番が重要な場合:
1. 移行先リージョンに新しい先入れ先出し (FIFO) キューを作成します。
2. 移行先リージョンに追加の一時的な FIFO キューを新しく作成します。
3. 移行先リージョンの新しい FIFO キューにメッセージを書き込むようにアプリケー
ションを設定します。
4. 移行元リージョンの Amazon SQS キューからメッセージを読み取るアプリケーシ
ョンを再設定し、移行先リージョンの新しい一時的な FIFO キューから読み取りま
す。
5. スクリプトで古いキューから繰り返し読み取り、新しい一時 FIFO キューに送信し
ます。
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6. 移行元リージョンの古いキューが空の場合は、削除します。
7. 一時的な FIFO キューが空の場合、新しい FIFO キューから読み取るようにアプリ
ケーションを再設定します。次に、一時的な FIFO キューを削除します。

Amazon SNS トピックの移行
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、クラウドからの通知のセット
アップ、操作、および送信を容易にするウェブサービスです。
Amazon SNS トピックは、リージョンごとに存在します。AWS マネジメントコンソー
ル、コマンドラインツール、または direct API 呼び出しを使用して、手動で移行先リージ
ョンでこれらを再作成できます。
指定したリージョン内の現在の Amazon SNS トピックの一覧を表示するには、次のコマ
ンドを使用します。
aws sns list-topics –region <移行元リージョン名>
Amazon SNS CLI ツールの詳細については、AWS CLI での Amazon SNS の使用を参照
してください。 48

Amazon API Gateway の移行
Amazon API Gateway は、開発者が規模にかかわらず簡単に API の作成、公開、保守、
モニタリング、保護を行えるフルマネージド型サービスです。Amazon API Gateway で
は、トラフィック管理、認可とアクセスコントロール、モニタリング、API バージョン管
理など、最大数十万個の同時 API コールの受け入れと処理に伴うすべてのタスクを取り扱
います。
Amazon API Gateway を移行元リージョンから移行先リージョンに移行するために必要
な手順の概要を次に示します。

ページ38

1. API Gateway Export API を使用して、API Gateway から Swagger ファイルに
API をエクスポートします。 49
2. CP、FTP、rsynch などの標準ツールを使用して、Swagger ファイルを移行先リ
ージョンにコピーします。
3. Swagger ファイルをインポートして、移行先リージョンの Amazon API
Gateway に API を作成します。 50

デプロイおよび管理リソースの移行
AWS CloudFormation での移行
AWS CloudFormation は、開発者やシステム管理者が、関連する AWS リソースのコレ
クションを容易に作成/管理できるようにします。また、これらのリソースのプロビジョニ
ングと更新を整然と予測可能な方法で実行できます。
お客様は、AWS CloudFormation のサンプルテンプレートを使用するか、独自のテンプ
レートを作成することにより、AWS リソースおよびそのアプリケーションを実行するた
めに必要な関連するすべての依存関係や実行時のパラメータを記述することができます。
詳細については、AWS CloudFormation とはを参照してください。 51
多くのお客様は、1 つの AWS リージョン内で作成、開発、テストのため、および複数の
本稼働環境を作成するために AWS CloudFormation を使用していますが、その同じテン
プレートを別のリージョンでも再利用できます。別のリージョンでこれらのテンプレート
にわずかな変更を加えて実行するだけで、災害対策およびリージョン移行のシナリオに対
処できます。
多くの場合、AWS CloudFormation テンプレートは、リージョンごとに変わる AMI の一
意の ID など、リージョン固有の情報を置き換えるためのマッピング宣言をすぐに使用で
きます。これらは、次に示すように、リージョンごとに異なる場合があります。
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"Mappings" : {
"RegionMap" : {
"us-east-1"
: { "AMI" : "ami-97ed27fe" },
"us-west-1"
: { "AMI" : "ami-59c39c1c" },
"us-west-2"
: { "AMI" : "ami-9e901dae" },
"eu-west-1"
: { "AMI" : "ami-87cef2f3" },
"ap-southeast-1" : { "AMI" : "ami-c44e0b96" },
"ap-northeast-1" : { "AMI" : "ami-688a3d69" },
"sa-east-1"
: { "AMI" : "ami-4e37e853" }
}
}
マッピング宣言の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドで Mapping
をご覧ください。 52

CloudFormer を使用した環境のキャプチャ
CloudFormer はテンプレート作成ツールです。これにより今まで存在していた AWS リ
ソースから AWS CloudFormation テンプレートを作成できます。
既存のプロセスとツールを使用して、アプリケーションのリソースをプロビジョニング
し、設定します。AWS リージョン内の環境にリソースをプロビジョニングすると、
CloudFormer ツールがリソース設定のスナップショットを作成します。このツールは、
これらのリソースを AWS CloudFormation テンプレート内に配置し、AWS
CloudFormation コンソールからアプリケーション環境のコピーを開始することができま
す。
CloudFormer ツールは、さらにカスタマイズできる AWS CloudFormation テンプレー
トの開始点を作成します。例えば、次が可能です。
•

パラメータを追加して、開始時にスタックを設定できるようにする。

•

マッピングを追加して、特定の環境および地理的リージョン向けにテンプレートを
カスタマイズできるようにする。
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•

あるプロパティの値が別のリソースのプロパティの値に依存する場合にプロパティ
データがリソース間で渡されるように、静的な値を Ref および Fn::GetAtt 関数
で置き換えます。

•

Amazon EC2 インスタンスのユーザーデータを挿入して、開始時に Amazon
EC2 インスタンスにパラメータを渡します。

•

Amazon RDS データベースのインスタンス名およびマスターパスワードをカスタ
マイズします。

カスタマーリソーススタックをキャプチャするように CloudFormer を設定する場合の詳
細については、http://www.youtube.com/watch?v=KIpWnVLeP8k をご覧ください。
53

CloudFormer を使用して CloudFormation テンプレートを作成するために必要な手順の
詳細については、CloudFormer を使用して既存の AWS リソースから AWS
CloudFormation テンプレートを作成するを参照してください。 54

API の意味
AWS リージョンに接続するためにプログラムによるアクセスが必要な場合は、パブリッ
クに定義されたエンドポイントを API サービス要求で使用します。一部のウェブサービス
ではリージョンを指定しない一般的なエンドポイントを使用できますが、そのような一般
的エンドポイントであってもサービス固有のリージョンのエンドポイントに解決されま
す。
現在のリージョンとサービスエンドポイント URL の権威あるリストについては、AWS の
リージョンとエンドポイントを参照してください。 55
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お客様のスクリプトおよびプログラムの更
新
AWS API と (直接、または何らかの SDK やコマンドラインツールを使用して) やり取り
する自社開発のスクリプトやプログラムは、適切なリージョンのエンドポイントとやり取
りするように更新が必要な場合があります。
各 SDK には、アクセスするリージョンを指定する独自の形式があります。コマンドライ
ンツールは、通常、-region パラメータをサポートしています。

重要な考慮事項
AWS 証明書や秘密鍵を机の上に放置しないでください。コマンドや環境変数に機密情報
を受信した場合のことを考慮して、シェルの履歴ファイルはクリアしてください。
アカウントのパスワードは、一切アクティブなままにしないでください。
authorized_keys ファイル内の画像にパブリック SSH キーが含まれていないことを確認
してください。 これは、使用する意図の有無に関係なく、他のユーザーのサーバーに対す
るバックドアの原因になります。
[--region]、[--kernel]、[--ramdisk] の各オプションは省略可能ですが、使用できる場
合は常に明示的に使用することをお勧めします。
AMI と関連付けられている IP アドレスの関連付けが存在するかどうか確認してくださ
い。存在する場合は、削除するか、移行後の正しい詳細情報を使って変更してください。

結論
どのような種類のシステム移行を実施する場合も、総合的な計画を立ててテストを実施す
ることをお勧めします。予定どおりの結果にならなかった場合の復旧プロセスも含め、移

ページ42

行のすべての要素が計画されていることを確認してください。AWS では、費用効果の高
いテストが可能で、移行が正常に完了するまで既存のシステムインフラストラクチャを保
持しておけるので、このプロセスが容易です。
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