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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 
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要約 

データエンジニア、データアナリスト、およびビックデータ開発者は、それぞ
れの企業がその顧客、アプリケーション、および製品の現行状態を認識し、迅
速に対応できるように、分析作業をバッチ処理からリアルタイム処理に進化さ
せることに関心を持っています。このホワイトペーパーでは、バッチ処理から
リアルタイム処理までの分析の進化について検討し、リアルタイムアプリケー
ションを実装するために Amazon Kinesis Streams、Amazon Kinesis Firehose、
および Amazon Kinesis Analytics などのサービスをどのように使用できるかに
ついて説明して、これらのサービスを使用した一般的な設計パターンを提供し
ます。 
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はじめに 
今日のビジネスは、データのストリームを絶え間なく生成するデータソースの
爆発的な増加のため、大規模かつ超高速でデータを受信します。それがアプリ
ケーションサーバーからのログデータ、ウェブサイトおよびモバイルアプリか
らのクリックストリームデータ、または IoT デバイスのテレメトリデータであ
るかにかかわらず、すべてのデータには、顧客、アプリケーション、および製
品の現行状態を認識するために役立つ情報が含まれています。このデータをリ
アルタイムで処理して分析する能力を持つことは、継続的にアプリケーション
を監視して高いサービスアップタイムを確保し、販促特典および製品推薦をパ
ーソナライズするなどの作業を行う上で不可欠です。また、リアルタイム処理
は、数時間または数日内ではなく、数秒または数分内にこれらのアプリケーシ
ョンでデータを利用可能にすることにより、ウェブサイト分析および機械学習
といったその他一般的なユースケースをより正確かつ実用的にします。 

リアルタイムアプリケーションのシナリオ 

ストリーミングデータアプリケーションには、2 つのタイプのユースケースシ
ナリオがあります。 

• バッチ分析からストリーミング分析への進化 

これまでデータウェアハウスでのバッチ処理、または Hadoop フレームワーク
を使用して析されていたデータに対して、リアルタイムの分析を実施すること
ができます。このカテゴリーでの最も一般的なユースケースには、データレイ
ク、データサイエンス、および機械学習が含まれます。ストリーミングデータ
ソリューションを使用して、リアルタイムデータを継続的にデータレイクにロ
ードすることができます。また、新しいデータが利用可能になるたびに機械学
習モデルをより頻繁に更新して、出力の精度と信頼性を確保することもできま
す。たとえば、Zillow は Amazon Kinesis Streams を使用して公的記録データ
と MLS リストを収集した後、住宅購入者と販売者に最新の住宅見積価格を提
供します。Zillow はまた、すべてのアプリケーションが最新の情報で動作する
ように、Kinesis Streams を使用して Amazon Simple Storage Service (S3) デー
タレイクに同じデータを送信しています。 
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• リアルタイムアプリケーションの構築 

ストリーミングデータサービスは、アプリケーション模モニタリング、不正検
出、およびライブリーダーボードなどのリアルタイムアプリケーションのため
に使用できます。これらのユースケースには、取り込みから処理、そしてター
ゲットデータストアとその他システムに結果を出力するまでずっと、ミリ秒単
位のエンドツーエンドレイテンシーがなくてはなりません。たとえば Netflix 
は、問題を迅速に検出して修正し、顧客に対する高いサービスアップタイムと
可用性を確保するために、Kinesis Streams を使用してすべてのアプリケーショ
ン間のコミュニケーションを監視しています。最も一般的な適用可能ユースケ
ースはアプリケーションパフォーマンスのモニタリングですが、このカテゴリ
ーに該当するアドテクノロジー、ゲーム、および IoT のリアルタイムアプリケ
ーションが増えています。 

バッチ処理とストリーム処理の違い 

リアルタイムストリーミングデータの収集、準備、および処理には、これまで
バッチ分析に使用してきたツールとは異なるツールのセットが必要です。従来
の分析では、データを収集し、それを定期的にデータベースにロードして、数
時間後、数日後、または数週間後に分析を行います。リアルタイムデータの分
析には、これとは異なるアプローチが必要です。ストリーム処理アプリケーシ
ョンは、保存されたデータに対してデータベースクエリを実行する代わりにデ
ータをリアルタイムで継続的に処理し、データが保存される前に処理が行われ
る場合もあります。ストリーミングデータは、超高速なペースで投入される可
能性があり、データの量は随時増減します。ストリームデータ処理のプラット
フォームは、受信するデータの速度とばらつきに対応し、しばしば 1 時間あた
り何百万から何百億にもなるイベントを受信時に処理することができる必要が
あります。 

ストリーム処理の課題 

リアルタイムデータを受信時に処理することにより、従来のデータ分析テクノ
ロジーよりももっと迅速に意思決定を行うことが可能になります。しかし、独
自のカスタムストリーミングデータパイプラインの構築と運用は複雑で、膨大
なリソースが必要です。何千ものデータソースから同時に受信されるデータを
コスト効率よく収集し、準備して送信できるシステムを構築しなければなりま
せん。最大のスループットと低レイテンシーのためにデータが効率的にバッチ
化され、送信されるように、ストレージとコンピューティングリソースを細か
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くチューニングする必要があります。投入しようとしているデータの様々な速
度に対応するため、多数のサーバーを実装および管理してシステムをスケール
する必要があります。このプラットフォームを構築した後は、システムを監視
して、ストリームの適切な時点から、重複データを生じることなくデータ処理
の遅れを取り戻すことによってあらゆるサーバーまたはネットワーク障害から
の復旧を行う必要があります。これらの全てに貴重な時間と費用がかかり、ほ
とんどの企業が終業時までに目的を達成するに至らず、現状維持に甘んじて、
数時間前または数日前の情報で業務を行わなければなりません。 

バッチ処理からリアルタイム処理へ : 例 
組織が AWS を使用してバッチ処理からストリーム処理に進化する方法をより
よく理解するために、例を見てみましょう。この例では、1 つのシナリオを考
察し、AWS のサービスである Amazon Kinesis Streams、1 Amazon Kinesis 
Firehose、2 および Amazon Kinesis Analytics3 が問題解決のためにどのように
使用されているかについて詳しく検討します。 

バッチ処理は、データ処理の一般的な方法です。組織は多くの場合、そのユー
スケースに該当する頻度でデータを分析するために定期的なジョブを実行しま
す。たとえば、ある組織では、お客様それぞれに請求する金額を判断するため
のプロセスを月末に実行します。または、1 時間ごとにジョブを実行して、IT 
アプリケーションからのログを分析し、過去 1 時間にどのようなエラーが発生
したかを判断する場合もあります。これらの月単位または時間単位のプロセス
は重要ですが、同じデータを作成されると同時に分析できるとしたらどうでし
ょうか。得ることができるさらなるインサイト、または創出できる付加価値が
あるでしょうか。 

毎月の請求シナリオについてもう一度考えてください。顧客の使用データを生成
された時点で分析することにより、組織は、ユーザーに事前定義された課金上限
に近づいていることを通知するなど、貴重な機能を活用することができます。IT 
アプリケーションログをリアルタイムで分析できるならば、調査を行い、是正措
置を講じるためにシステム管理者に直ちに通知することができます。 

ここで、これら 2 つのシナリオを 1 つに統合して、どのようにソリューション
を構築できるかを再度検討してみましょう。 

https://aws.amazon.com/kinesis/streams/
https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/
https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/
https://aws.amazon.com/kinesis/analytics/
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シナリオ例 : 有料道路料金の請求と通知 

このシンプルな例では、架空の会社である ABC Tolls が全国の有料道路を運営
しています。ABC Tolls に登録した顧客は、自動車用のトランシーバーを受け
取ります。顧客が料金所エリアを通過すると、センサーがトランシーバーから
情報を受信し、そのトランザクションの詳細をリレーショナルデータベースに
記録します。ABC Tolls には、従来のバッチアーキテクチャがあります。毎
日、1 日のトランザクションを処理し、データウェアハウスにロードできるよ
うにそれらを変換する、スケジュールされた ETL (Extract/Transform/Load) 
プロセスが実行されます。ABC Tolls のビジネスアナリストは、翌日にレポー
トツールを使用してデータをレビューします。さらに、月に一度 (請求サイク
ルの終了時) 、別のプロセスが ABC Tolls の各顧客のすべてのトランザクショ
ンを集計して顧客の月々の支払いを計算します。 

ABC Tolls は、そのシステムにいくらか変更を加えたいと考えています。最初
の要件はビジネスアナリストチームからのもので、30 分以上経過していない
データを使用してデータウェアハウスからレポートを実行する機能を求めてい
ます。 

ABC Tolls は、顧客向けに新しいモバイルアプリケーションも開発していま
す。アプリケーションの開発中、ABC Tolls は新しい機能をいくつか作成する
ことにしました。そのうちの 1 つの機能は、顧客がそれぞれのアカウントに利
用金額しきい値を設定する機能性を提供します。顧客の通行料金支払額の累計
がこのしきい値を超えた場合、ABC Tolls は、しきい値を超えてから 10 分以内
にその旨を通知するアプリケーション内メッセージを顧客に送信したいと考え
ています。 

最後に、ABC Tolls のオペレーションチームにもシステムに導入したい追加要
件がいくつかあり、料金所を監視している間、料金所の車両交通量が 1 日 30 
分ごとに事前定義されたしきい値を下回ったときに、直ちに通知を受けたいと
考えています。例えば、料金所のひとつでは、水曜日の午後 2 時から午後 2 時 
30 分までの間におよそ 360 台の車両が確認されることが過去のデータから分
かっています。オペレーションチームは、その 30 分の間に料金所で 100 台未
満の車両しか確認されない場合に通知を受けたいのです。そうすることによ
り、そのオペレーターは、トラフィックが正常であるかどうか、または何か他
の要因 (例えば、不良センサーまたは高速道路での自動車事故) が予想外の値の
一因となっていないかどうかを確かめるために調査することができます。 
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ABC Tolls のエンジニアリングチームは、これらの要件をサポートするには現
行のアーキテクチャにいくつかの修正が必要であると判断し、要件をサポート
するためのストリーミングデータの取り込みと分析システムを構築することに
決めました。それでは、各要件を再検討し、それぞれをサポートするアーキテ
クチャの強化を見てみましょう。 

要件 1 : データウェアハウスにおけるより最新のデータ 

現在、ABC Tolls データウェアハウスのデータは、毎日のバッチ処理のために
最大で 24 時間前のものになることがあります。現在のデータウェアハウスソ
リューションは Amazon Redshift です。Amazon Kinesis サービスの機能を検
討しているとき、ABC Tolls は Kinesis Firehose がデータレコードのストリーム
を受信して、それを Amazon Redshift に挿入できることに気が付きました。
ABC Tolls は Kinesis Firehose 配信ストリームを作成し、データを Amazon 
Redshift テーブルに 15 分ごとにコピーするよう設定しました。現在のソリュ
ーションは、バッチ処理の一環としてレコードをファイルシステムに保存しま
す。チームは、この新しいソリューションの一環として、サーバー上の 
Amazon Kinesis エージェントを使ってログデータを Kinesis Firehose に転送し
ました。Kinesis Firehose は Amazon S3 を使用して raw ストリーミングデータ
が Amazon Redshift にコピーされる前にそれを保存するため、ABC Tolls は 
raw データをアーカイブするために別のソリューションを構築する必要があり
ませんでした。 

図 1 は、このソリューションを表すものです。 

 

図 1 : Amazon Kinesis Firehose を使用した新しいソリューション 

ABC Tolls は、アーキテクチャのこの部分のために Kinesis Firehose を選択しま
した。Kinesis Firehose の機能を詳しく見てみましょう。 

Amazon Kinesis 
Firehose

Amazon Kinesis 
Firehose Amazon RedshiftAmazon Redshift

Amazon S3Amazon S3

ビジネスア
ナリスト

15 分ごと

料金所

料金レコードの
ストリーム ビジネスレポート
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Amazon Kinesis Firehose 
Amazon Kinesis Firehose は、ストリーミングデータを AWS にロードするため
の最も簡単な方法です。Amazon Kinesis Firehose はストリーミングデータをキ
ャプチャ、変換して、それを Amazon Kinesis Analytics、Amazon S3、Amazon 
Redshift、および Amazon Elasticsearch Service にロードすることができるた
め、現在既に使用している既存のビジネスインテリジェンスツールとダッシュ
ボードでほぼリアルタイムの分析を行うことが可能になります。これは、デー
タのスループットに一致するよう自動でスケールされ、継続的な管理がいらな
いフルマネージド型サービスです。データをロードする前にバッチ処理、圧縮
処理、および暗号化も行うため、送信先で使用されるストレージの量を最小化
し、セキュリティを強化できます。 

Kinesis Firehose はフルマネージド型サービスです。アプリケーションの記述
やリソースの管理は不要です。Kinesis Firehose にデータを送信するようにデ
ータプロデューサーを設定すると、Kinesis Firehose がユーザー指定の送信先
に自動でデータを配信します。データ配信前にデータを変換するよう Kinesis 
Firehose を設定することもできます。 

Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームへのデータの送信 

配信ストリームへのデータの送信には、いくつかのオプションがあります。
AWS は多数の一般的なプログラミング言語用に SDK を提供しており、そのそ
れぞれが Kinesis Firehose に API を提供します。AWS では、配信ストリームに
データを送信するために役立つユーティリティも作成しました。 

API の使用 
Kinesis Firehose API は、配信ストリームにデータを送信するための 2 つの操
作を提供します。PutRecord は、1 回の呼び出しでで 1 つのデータレコードを
送信します。PutRecordBatch では、1 回の呼び出しで複数のデータレコード
を送信できます。 

各メソッドでは、メソッドの使用時に、配信ストリームの名前とデータレコー
ド、またはデータレコードの配列を指定する必要があります。各データレコー
ドは、サイズが最大 1000 KB で任意の種類のデータにすることができるデータ
ブロブで構成されています。 
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Kinesis Firehose API オペレーションの詳細情報とサンプルコードについて
は、AWS SDK を使用した Kinesis Firehose 配信ストリームへの書き込みを参
照してください。4 

Amazon Kinesis エージェントの使用 
Amazon Kinesis エージェントは、データを収集して Kinesis Streams および 
Kinesis Firehose に送信するための簡単な方法を提供するスタンドアロン Java ソ
フトウェアアプリケーションです。エージェントは一連のファイルを継続的に
監視し、ストリームに新しいデータを送信します。エージェントはファイルの
ローテーション、チェックポインティング、および失敗時における再試行を処
理し、 すべてのデータを信頼性が高く、タイムリーでシンプルな方法で配信し
ます。すべてのデータを信頼性が高く、タイムリーでシンプルな方法で配信し
ます。また、ストリーミングプロセスをより良くモニタリングし、トラブルシ
ューティングするために役立つ Amazon CloudWatch メトリクスも出力します。 

エージェントは、ウェブサーバー、ログサーバー、およびデータベースサーバ
ーなどの Linux ベースのサーバー環境にインストールできます。エージェント
をインストールしたら、監視するファイルとデータの送信先ストリームを指定
してエージェントを設定します。エージェントが設定されると、ファイルから
データを永続的に収集し、配信ストリームに確実に送信します。 

エージェントは複数のファイルディレクトリを監視し、複数のストリームに書
き込むことができます。ストリームまたは配信ストリームにデータレコードを
送信する前に、それらを前処理するよう設定することもできます。 

従来のバッチファイルシステムからストリーミングデータへの移行を検討して
いる場合、お使いのアプリケーションがアプリケーションサーバーのファイル
システム上のファイルにすでにイベントをログしている可能性があります。ま
た、アプリケーションが一般的なロギングライブラリ (Log4jなど) を使用して
いる場合、これは通常アプリケーションをローカルファイルに書き込むように
設定する単純なタスクになります。データがログファイルに書き込まれる方法
にかかわらず、このシナリオでは Amazon Kinesis エージェントの使用を検討
するようにしてください。このエージェントは、既存のシステムにほとんどま
たは全く変更を加える必要がないシンプルなソリューションを提供します。多
くの場合、既存のバッチソリューションと同時に使用することができます。エ
ージェントはこのシナリオで、ストリーム用のデータのソースとしてログファ
イルを使用して、Kinesis Streams にデータのストリームを提供します。 

http://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/writing-with-sdk.html
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このシナリオ例では、ABC Tolls は配信ストリームへのストリーミングデータ
の送信にエージェントを使用することを選択しました。ABC Tolls はすでにロ
グファイルを作成していたので、Kinesis Firehose へのログエントリの転送
は、エージェントのシンプルなインストールと設定を行うだけでした。データ
のストリーミングの開始に追加のコードは必要ありませんでした。 

データ変換 

一部のシナリオでは、ストリーミングデータを送信先に配信する前に、ストリ
ーミングデータを変換または拡張するとよい場合があります。例えば、データ
プロデューサーは各データレコードで構造化されていないテキストを送信する
ことがあり、Amazon Elasticsearch Service に配信する前にそれを JSON 形式
に変換する必要があります。 

ストリーミングデータ変換を有効にするため、Kinesis Firehose はデータ変換
用にユーザーが作成する AWS Lambda 関数を使用します。5 

データ変換フロー 
Kinesis Firehose データ変換を有効にすると、Kinesis Firehose は受信データを
最大 3 MB まで、または配信ストリーム用に指定されたバッファリングサイズ
のいずれか小さいサイズをバッファします。Kinesis Firehose は次に、バッフ
ァされた各バッチで指定された Lambda 関数を非同期的に呼び出します。変換
されたデータは、バッファリングのために Lambda から Kinesis Firehose に送
信されます。変換されたデータは、指定されたバッファリングサイズまたはバ
ッファリング間隔のどちらかに到達した時点で、送信先に配信されます。図 2 
は、Amazon S3 にデータを配信する配信ストリームのための当プロセスを示し
ています。 

https://aws.amazon.com/lambda/
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図 2 : Kinesis Firehose と Lambda 関数を使用したデータのバッファリング 

データ配信 

配信ストリームのバッファリングしきい値に到達した後、データは設定された
送信先に配信されます。Kinesis Firehose が各送信先にデータを配信する方法
にはいくつかの違いがあります。これらについては、次のセクションで確認し
ます。 

Amazon Simple Storage Service 
Amazon S3 は、シンプルなウェブサービスインターフェイスを使用して、ウェ
ブ上のどこからでも任意の容量のデータを保存および取得できるオブジェクト
ストレージです。6 Amazon S3 は 99.999999999% の耐久性を実現するために
設計されており、世界中で数兆を超えるオブジェクトをスケールします。
Amazon S3 は、クラウドネイティブなアプリケーションのプライマリストレー
ジ、分析用の一括リポジトリ、つまり「データレイク」として、およびバック
アップ、リカバリ、災害対策用のターゲットとして使用することができます。 

データ配信形式 
Amazon S3 へのデータ配信の場合、Kinesis Firehose は、配信ストリームのバ
ッファリング設定に基づいて複数の受信レコードを連結した後、それらを S3 
オブジェクトとして Amazon S3 に配信します。配信された S3 オブジェクトを
個々のレコードに分割することができるように、各レコードの末尾にレコード
セパレータを追加してから Kinesis Firehose に送信するとよいでしょう。 

Amazon Kinesis 
Firehose

Amazon Kinesis 
Firehose Amazon S3Amazon S3

 
データ変換 

Lambda 関数

データレコード

raw データレコード 変換されたデータレコード

変換されたデータレコード

https://aws.amazon.com/s3/
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データ配信頻度 
Amazon S3 へのデータ配信の頻度は、配信ストリーム用に設定した S3 バッフ
ァサイズとバッファ間隔の値によって決定されます。Kinesis Firehose は受信
データをバッファリングしてからデータを Amazon S3 に送信します。Amazon 
S3 バッファサイズ (1 MB から 128 MB)、またはバッファ間隔 (60 秒から 900 
秒) の値を設定できます。最初に条件を満したものが、Amazon S3 へのデータ
配信をトリガーします。送信先へのデータ配信が、配信ストリームへのデータ
書き込みよりも遅れている状況の場合、Kinesis Firehose は遅れを取り戻すた
めにバッファサイズを動的に引き上げ、すべてのデータが確実に送信先に配信
されるようにします。 

データフロー 
図 3 は、Amazon S3 送信先へのデータフローを示しています。 

 

図 3 : Kinesis Firehose から S3 バケットへのデータフロー 

 

Amazon Redshift 
Amazon Redshift は高速のフルマネージド型データウェアハウスで、標準 SQL 
と既存のビジネスインテリジェンスツールを使用した全データの分析をシンプ
ル化し、コスト効率を高めます。7 Amazon Redshift によって、高度なクエリ
最適化、高性能ローカルディスクでの列指向ストレージ、および大規模並列ク
エリ実行を使用して、ペタバイトの構造化データに対する複雑な分析クエリを
実行することが可能になります。大抵の結果は数秒で返されます。 

https://aws.amazon.com/redshift/
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この例では、ABC Tolls は既に Amazon Redshift をデータウェアハウスソリュ
ーションとして使用していました。ストリーミングデータソリューションの実
装時、ABC Tolls はストリーミングデータを既存の Amazon Redshift クラスタ
ーに配信するよう配信ストリームを設定しました。 

データ配信形式 
Amazon Redshift へのデータ配信の場合、Kinesis Firehose はまず、前述の形式
で受信データを S3 バケットに配信します。Kinesis Firehose は次に、Amazon 
Redshift COPY コマンドを発行してデータを S3 バケットから Amazon Redshift 
クラスターにロードします。Kinesis Firehose が複数の受信レコードを S3 オブ
ジェクトに連結した後で、その S3 オブジェクトを Amazon Redshift クラスタ
ーにコピーできることを確認する必要があります。詳細については、Amazon 
Redshift COPY コマンドのデータ形式パラメータを参照してください。 

データ配信頻度 
Amazon S3 から Amazon Redshift へのデータ COPY オペレーションの頻度
は、Amazon Redshift クラスターが COPY コマンドを完了できる速度に応じて
決定されます。コピーするデータがまだ残っている場合、Kinesis Firehose 
は、前の COPY コマンドが Amazon Redshift によって正常に終了され次第、新
しい COPY コマンドを発行します。 

データフロー 
図 4 は、Amazon Redshift 送信先へのデータフローを示しています。 

 

図 4 : Kinesis Firehose から Amazon Redshift へのデータフロー 

 

http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/copy-parameters-data-format.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/copy-parameters-data-format.html
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Amazon Elasticsearch Service 
Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) はフルマネージド型サービスで、
Elasticsearch の使いやすい API とリアルタイム機能とともに、実稼働ワークロ
ードに必要な可用性、スケーラビリティ、およびセキュリティを備えていま
す。8 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
のために Elasticsearch をデプロイ、運用、スケールすることを容易にします。 

データ配信形式 
Amazon ES へのデータ配信の場合、Kinesis Firehose は配信ストリームのバッ
ファリング設定に基づいて受信レコードをバッファした後で、複数のレコード
を Elasticsearch クラスターにインデックスするための Elasticsearch バルクリ
クエストを生成します。レコードが UTF-8 でエンコードされており、単一行
の JSON オブジェクトにフラット化されていることを確認してから、Kinesis 
Firehose に送信する必要があります。 

データ配信頻度 
Amazon ES へのデータ配信の頻度は、配信ストリーム用に設定した 
Elasticsearch バッファサイズとバッファ間隔の値によって決定されます。
Kinesis Firehose は受信データをバッファリングしてからデータを Amazon ES 
に送信します。Elasticsearch バッファサイズ (1 MB から 100 MB)、またはバッ
ファ間隔 (60 秒から 900 秒) の値を設定できます。最初に条件を満したもの
が、Amazon ES へのデータ配信をトリガーします。送信先へのデータ配信が、
配信ストリームへのデータ書き込みよりも遅れている状況の場合、Kinesis 
Firehose は遅れを取り戻すためにバッファサイズを動的に引き上げ、すべての
データが確実に送信先に配信されるようにします。 

データフロー 
図 5 は、Amazon ES 送信先へのデータフローを示しています。 

https://aws.amazon.com/elasticsearch-service/
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図 5 : Kinesis Firehose から Amazon ES クラスターへのデータ配信 

 

要約 

Kinesis Firehose は、ストリーミングデータをサポートされている送信先に存
続させるための最も簡単な方法です。Kinesis Firehose はフルマネージド型ソ
リューションであり、使用のための開発作業はほとんどまたは全く必要ありま
せん。ABC Tolls の場合、Kinesis Firehose の使用は当然の選択でした。ABC 
Tolls はデータウェアハウスソリューションとしてすでに Amazon Redshift を
使用していました。また、そのデータソースが継続的にトランザクションログ
に書き込みを行っていたため、追加のコードを記述することなくそのデータを
ストリーミングするために Amazon Kinesis エージェントを活用することがで
きました。 

ABC Tolls が料金レコードのストリームを作成し、これらのレコードを Kinesis 
Firehose 経由で受信するようになった今、ABC Tolls はこれを他のストリーミ
ングデータ要件の基礎として使用することもできるようになりました。 

要件 2 : 課金しきい値アラート 

利用金額しきい値に到達したときに通知を送信する機能をサポートするため、
ABC Tolls 開発チームはモバイルアプリケーションと Amazon DynamoDB9 テ

https://aws.amazon.com/dynamodb/
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ーブルを作成しました。このアプリケーションでは、顧客がそれぞれのしきい
値を設定することができ、テーブルには顧客ごとにこの値が保存されます。テ
ーブルは、月ごとに、各顧客が費やした金額の累計を保存するために使用する
こともできます。適時な通知を行うため、ABC Tolls はこのテーブルの累積値
を適宜更新し、その値としきい値を比較して、顧客に通知を送信するべきかど
うかを判断する必要があります。料金徴収トランザクションはすでに Kinesis 
Firehose を通じてストリーミングされているため、ABC Tolls はこのストリー
ミングデータを集約とアラート実行のソースとして使用することにしました。
また、Kinesis Analytics では SQL を使用したストリーミングデータの集約を可
能にすることから、問題に対する理想的なソリューションです。このソリュー
ションでは、Kinesis Analytics は 10分間 (時間枠) にわたって各顧客のトラン
ザクションの値を合計します。Kinesis Analytics は、この時間枠の終了時に合
計値を Kinesis stream に送信します。このストリームは、AWS Lambda 関数の
イベントソースです。Lambda 関数は DynamoDB テーブルをクエリして、
Kinesis Analytics からの出力に表示された各顧客のしきい値とその時点での利
用金額合計を取得します。各顧客に対して、Lambda 関数は DynamoDB で現
在の合計額を更新し、その合計額としきい値の比較も行います。しきい値を超
過している場合は、AWS SDK を使用して、顧客に通知を送るよう Amazon 
Simple Notification Service (SNS) に指示します。 

図 6 は、このソリューションのアーキテクチャを示しています。 

 

 

図 6 : 課金しきい値アラートと通知のため++のアーキテクチャ 

DynamoDB から顧客のしきい値と現
在の合計額を取得します。 しきい
値を超えた場合、Amazon SNS 経由
で顧客にメッセージを送信します。

Amazon Kinesis 
Firehose

Amazon Kinesis 
Firehose料金所

Amazon Kinesis 
Analytics

Amazon Kinesis 
Analytics

Amazon Kinesis 
Streams

Amazon Kinesis 
Streams AWS LambdaAWS Lambda

関数

Amazon 
DynamoDB

Amazon 
DynamoDB

Amazon SNS

顧客のモバ
イルアプリ

10 分ごとに、その 
10 分の時間枠内に
それぞれの顧客が
費やした料金を合
計します。合計金
額を Kinesis stream 
に送信します。
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ABC Tolls はこのソリューションを使用することによって、顧客に対して利用
金額上限が近づいたときの適時な通知を提供します。 

ストリーミングデータからリアルタイムのインサイトを得るために、ABC Tolls 
はストリーミングデータの分析に Kinesis Analytics を使用することを選択しま
した。Kinesis Analytics を使用するにあたり、ABC Tolls は、データが配信スト
リームを通じてストリームされるときのデータの検査に、すでに慣れ親しんだ
言語である SQL を使用しました。Kinesis Analytics をより詳しく検討してみま
しょう。 

Amazon Kinesis Analytics 
Kinesis Analytics では、SQL を使用してストリーミングデータを処理および分
析できます。このサービスは、時系列分析を行い、リアルタイムダッシュボー
ドにフィードして、リアルタイムメトリクスを生成するために、ストリーミン
グソースに対してパワフルな SQL コードをすばやく作成して実行することを可
能にします。 

Kinesis Analytics の使用を開始するには、ストリーミングデータを継続的に読み
込んで処理する Kinesis Analytics アプリケーションを作成します。このサービ
スは、Kinesis Streams および Kinesis Firehose ストリーミングソースからのデ
ータの取り込みをサポートします。次に、インタラクティブなエディタを使用
して SQL コードを作成し、ライブストリーミングデータでテストします。ま
た、Kinesis Analytics に結果を存続させるようにしたい送信先を設定することも
できます。Kinesis Analytics は、送信先として Kinesis Firehose (Amazon S3、
Amazon Redshift、Amazon Elasticsearch Service)、および Kinesis Streams をサ
ポートしています。 

主なコンセプト 

アプリケーションとは、お客様のアカウントでお客様が作成できる Kinesis 
Analytics 内のプライマリリソースです。Kinesis Analytics アプリケーション
は、ストリーミングデータをリアルタイムで継続的に読み取り、処理します。
受信するストリーミングデータの処理と出力の生成には、SQL を使用してアプ
リケーションのコードを記述します。Kinesis Analytics は、次にその出力を設
定された送信先に書き込みます。図 7 は、典型的なアプリケーションアーキテ
クチャを示しています。 
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図 7 : Kinesis Analytics アプリケーションのためのアーキテクチャ 

各アプリケーションには、名前、説明、バージョン ID、およびステータスがあ
ります。アプリケーションを作成するときは、入力を設定し、アプリケーショ
ンコードを作成して、出力を設定するだけです。 

入力 
アプリケーション入力は、アプリケーションのストリーミングソースです。ス
トリーミングソースとして、Kinesis stream または配信ストリームのいずれか
を選択できます。オプションとして、リファレンスデータソースを設定し、ア
プリケーション内の入力データストリームを充実させることができます。これ
により、アプリケーション内のリファレンステーブルが作成されます。リファ
レンスデータは、オブジェクトとして S3 バケットに保存する必要がありま
す。アプリケーションが起動すると、Kinesis Analytics は S3 オブジェクトを読
み取り、アプリケーション内のテーブルを作成します。 

ABC Tolls は配信ストリームを Kinesis Analytics アプリケーションへの入力と
して使用しました。 

アプリケーションコード 
アプリケーションコードは、入力を処理して出力を生成する一連の SQL 文で構
成されています。アプリケーション内のストリーム、リファレンステーブルに
対して SQL 文を記述することができ、JOIN クエリを記述してこれら両方のソ
ースからのデータを結合することもできます。 
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最もシンプルな形態では、アプリケーションコードを、ストリーミング入力か
ら選択して、結果をストリーミング出力に挿入する単一の SQL 文にすることが
できます。これは、1 つの SQL 文の出力が次の SQL 文の入力にフィードされ
る一連の SQL 文にすることもできます。さらに、入力ストリームを複数のスト
リームに分割してから、これらのストリームを処理する追加のクエリを適用す
るためのアプリケーションコードを記述することができます。 

出力 
アプリケーションコードでは、クエリ結果はアプリケーション内のストリーム
に送られます。アプリケーションコードでは、中間結果を保持するために 1 つ、
または複数のアプリケーション内のストリームを作成できます。その後、オプ
ションで、アプリケーション出力を保持するアプリケーション内のストリーム 
(アプリケーション内の出力ストリームとも呼ばれます) にあるデータを外部送信
先に永続させるようにアプリケーション出力を設定することができます。外部
送信先は、配信ストリームまたは Kinesis stream にすることが可能です。 

ABC Tolls は、集約値の送信先として Kinesis Streams を使用しました。 

要約 

Kinesis Analytics は、データがシステム内を流れるときにそのデータからイン
サイトを取得するために SQL を使用することを可能にします。ABC Tolls は、
独自の SQL を記述して、顧客が費やした料金を合計するための 10分間の集約
を実行しました。これらの 10 分間の集約の出力値は、顧客のしきい値と比較
することができます。 

前述のように、Kinesis Analytics はその結果を Kinesis Streams または Kinesis 
Firehose に出力します。この例では、Kinesis Streams と AWS Lambda との統
合のため、ABC Tolls は Kinesis Analytics の出力を Kinesis stream に送信する
ことを選択しました。では、Kinesis Streams についてより詳しく学んでいきま
しょう。 

Amazon Kinesis Streams 
Amazon Kinesis Streams では、一般的なストリーム処理フレームワークを使用
してカスタムのリアルタイムアプリケーションを構築し、ストリーミングデー
タを任意のデータストアにロードすることができます。例えば、ウェブサイト
のクリックストリーム、アプリケーションログ、IoT センサー、ソーシャルメ
ディアフィードからのデータなど、Kinesis stream にデータを継続的に投入す
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るための数十万ものデータプロデューサーを設定できます。データは、1 秒未
満で読み取りと処理のためにストリームから利用できるようになります。 

Kinesis Streams を使用してソリューションを実装するとき、Kinesis Streams 
アプリケーションと呼ばれる独自のデータ処理アプリケーションを作成しま
す。典型的な Kinesis Streams アプリケーションは、Kinesis stream からデータ
をデータレコードとして読み取ります。 

Kinesis Streams は様々なストリーミングデータ問題を解決するために使用でき
ますが、一般的な使用方法は、データのリアルタイム集約または分析で、その
後に集約データのデータウェアハウスまたは MapReduce クラスターへのロー
ドが続きます。 

データは、耐久性と弾力性を保証する Kinesis Streams に投入されます。レコー
ドがストリームに投入される時と、レコードが取得可能になる時の間の遅延 (投
入から取得までの遅延) は、通常 1秒未満です。つまり、Kinesis Streams アプリ
ケーションは、データが追加されたほぼ直後に、ストリームからのデータの消
費を開始することができます。Kinesis Streams はマネージドサービスであるこ
とから、データ取り込みパイプラインの作成と実行の運用負担を軽減します。 

Amazon Kinesis Streams へのデータ送信 

ストリームにデータを送信するメカニズムはいくつかあります。AWS は多数
の一般的なプログラミング言語用に SDK を提供しており、そのそれぞれが 
Kinesis Streams に API を提供します。AWS では、ストリームにデータを送信
するために役立つユーティリティもいくつか作成しました。活用できる各アプ
ローチと、それぞれを選択する理由を検討していきましょう。 

Amazon Kinesis エージェント 
Amazon Kinesis エージェントは、本書で以前 Kinesis Firehose にデータを送信
するために使用できるツールとして説明しました。Kinesis Streams へのデータ
の送信にも同じツールを使用できます。Kinesis エージェントのインストール
と設定の詳細については、Kinesis エージェントを使用した Amazon Kinesis 
Firehose への書き込みを参照してください。10 

Amazon Kinesis Producer Library (KPL) 
KPL はプロデューサーアプリケーション開発を簡素化し、開発者が 1 つ、また
は複数の Kinesis stream に対して優れた書き込みスループットを達成すること
を可能にします。KPL は、Kinesis Stream にストリームしたいデータを生成す

http://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/writing-with-agents.html
http://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/writing-with-agents.html
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るホスト上にインストールする、使いやすく高度な設定が可能なライブラリで
す。これは、プロデューサアプリケーションコードと Kinesis Streams API ア
クションの間の仲介として機能します。KPL は次の主要タスクを実行します :  

• 自動的かつ設定可能な再試行メカニズムを使用して、1 つ、または複数
の Kinesis stream に書き込む 

• レコードを収集し、PutRecords を使用してリクエストごとに複数のレ
コードを複数のシャードに書き込む 

• ユーザーレコードを集約してペイロードサイズを増やし、スループット
を向上させる 

• コンシューマーで Amazon Kinesis Client Library (KCL) とシームレスに
統合して、バッチ処理されたレコードを集約から解除する 

• ユーザーに代わって Amazon CloudWatch メトリクスを送信して、プロ
デューサーのパフォーマンスに可視化を提供する 

KPL は、同期的または非同期的ユースケースのどちらにも使用できます。当社
では、同期動作を使用する特定の理由がない限り、より優れた非同期インター
フェイス性能を使用することをお勧めします。これらの 2 つのユースケースと
サンプルコードの詳細については、KPL を使用した Kinesis Streams ストリー
ムへの書き込みを参照してください。11 

KPL は高性能プロデューサーの構築に役立ちます。Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスが、数百または数千もの低電力デバイスから 100 バ
イトのイベントを収集し、レコードを Kinesis stream に書き込むためのプロキ
シとして機能する状況を考えてください。これらの EC2 インスタンスは、それ
ぞれ毎秒数千ものイベントを Kinesis stream に書き込む必要があります。必要
なスループットを達成するため、プロデューサーは、コンシューマー側での再
試行ロジックとレコードの集約からの解除に加えて、バッチ処理またはマルチ
スレッディングなどの複雑なロジックを実装する必要があります。KPL は、こ
れらすべてのタスクを実行します。 

KPL はレコードが Kinesis stream に送信される前にレコードをバッファするた
め、Kinesis に送信する前にレコードをバッファする時間をどれだけ KPL に設
定したかに応じて、KPL が追加の処理遅延を起こす可能性があります。バッフ
ァ時間を長くすると、パッキング効率が高くなり、より優れたパフォーマンス
が実現されます。この追加の遅延を許容できないアプリケーションでは、AWS 
SDK を直接使用する必要が生じる場合があります。 

http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-kpl-writing.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-kpl-writing.html
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アプリケーションがレコードをローカルファイルにログせず、1 秒あたり多数
の小規模レコードを作成する場合は、KPL の使用を検討してください。 

KPL を使用したデータの生成に関する詳細については、Kinesis Producer 
Library を使用した Amazon Kinesis Streams プロデューサーの開発を参照して
ください。12 

Amazon Kinesis API 
ストリームが作成されたら、ストリームにデータレコードを追加することがで
きます。レコードは、データブロブの形態で処理されるデータを含むデータ構
造です。レコードにデータを保存した後、Kinesis Streams がデータを検査、解
釈、または変更することは全くありません。 

ストリームにデータを追加する Kinesis Streams API には、PutRecords と 
PutRecord という 2 つの異なるオペレーションがあります。PutRecords オ
ペレーションは、HTTP リクエストごとに複数のレコードをストリームに送信
し、単一の PutRecord オペレーションは、レコードを一度の 1 つずつストリ
ームに送信します (レコードごとに個別の HTTP リクエストが必要です)。
PutRecords はデータプロデューサーごとにより高いスループットを実現する
ため、ほとんどのアプリケーションでこのオペレーションの使用を優先する必
要があります。 

API はすべての AWS SDK で公開されているため、API を使用したレコードの
書き込みは、Kinesis stream へのデータの送信に最も柔軟なソリューションを
提供します。Kinesis エージェントまたは KPL を使用できない場合 (例えば、
モバイルアプリケーションから直接メッセージを書きたい、またはメッセージ
のエンドツーエンドレイテンシーをできるだけ短くしたい場合) には、API を
使用して Kinesis stream にレコードを書き込みます。 

これらの API に関する詳細については、Kinesis Streams ドキュメントの API 
の使用を参照してください。13 各 API オペレーションの詳細は、Amazon 
Kinesis Streams API Reference にあります。14 

Amazon Kinesis Streams でのデータの処理 

コンシューマーは、Kinesis Streams からデータを読み取り、処理するアプリケ
ーションです。Kinesis Streams のコンシューマーは、いくつかの方法で構築す
ることができます。このセクションでは、Kinesis Analytics の使用、KCL の使

http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-producers-with-kpl.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-producers-with-kpl.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-producers-with-sdk.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-producers-with-sdk.html
http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/Welcome.html
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用、Amazon Lambda の使用、および Kinesis Streams API の直接的な使用とい
う 4 つの最も一般的なアプローチについて説明します。 

Amazon Kinesis Analytics の使用 
前のセクションで、標準 SQL を使用してストリーミングデータの分析に 
Kinesis Analytics を使用する方法について説明しました。Kinesis Analytics 
は、Kinesis stream からデータを読み取り、ユーザー提供の SQL を使用してそ
のデータを処理することができます。Kinesis Analyticsを使用してストリーミ
ングデータを処理する方法の詳細については、Kinesis Analytics 開発者ガイド
の Configuring Application Input を参照してください。 

Amazon Kinesis Client Library (KCL) の使用 
Kinesis Streams のコンシューマアプリケーションは、KCL を使用して開発で
きます。 
 
Kinesis Streams API を使用して Amazon Kinesis stream からデータを取得する
こともできますが、当社では KCL が提供するコンシューマアプリケーション
用の設計パターンとコードの使用をお勧めします。 

KCL は、Kinesis stream からのデータの消費と処理に役立ちます。このタイプの
アプリケーションは、コンシューマーとも呼ばれます。KCLは、複数インスタ
ンス間における負荷分散、インスタンス障害への対応、処理されたレコードの
チェックポインティング、およびリシャーディングへの対処再作成への対応な
ど、分散コンピューティングに関連する多くの複雑なタスクを処理します。KCL 
によって、レコード処理ロジックの記述に集中することが可能になります。 

KCL は Java ライブラリです。Java 以外の言語のサポートは、多言語インター
フェースを使用して提供されます。実行時、KCL アプリケーションは設定情報
でワーカーをインスタンス化してから、レコードプロセッサーを使用して 
Kinesis stream から受け取ったデータを処理します。KCL アプリケーション
は、任意の数のインスタンスで実行できます。障害時には同じアプリケーショ
ンの複数のインスタンスが連携し、動的に負荷分散します。同じストリームで
複数の KCL アプリケーションを動作させることもできます (スループット制限
の対象となります) 。KCL は、レコード処理ロジックと Kinesis Streams 間の仲
介として機能します。 

独自の KCL アプリケーションの構築方法に関する詳細については、Kinesis 
Client Library を使用した Amazon Kinesis Streams コンシューマーの開発 15 を
参照してください。 

http://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/dev/how-it-works-input.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-consumers-with-kcl.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-consumers-with-kcl.html
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AWS Lambda の使用 
AWS Lambda では、サーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実
行することができるコンピューティングサービスです。16 AWS Lambda は、必
要な場合にのみコードを実行し、自動でスケーリングします。AWS Lambda を
使用すると、管理なしでコードを実行できます。AWS Lambda は、高可用性コ
ンピューティングインフラストラクチャ上でコードを実行し、サーバーおよび
オペレーティングシステムのメンテナンス、容量のプロビジョニングと自動ス
ケーリング、コードモニタリングとロギングを含む、コンピューティングリソ
ースの管理のすべてを実行します。必要なのは、AWS Lambda がサポートする
言語のいずれかでコードを提供ことだけです。 

Kinesis stream からレコードのバッチを自動的に読み込み、ストリーム上でレ
コードが検知された場合にそれらを処理する Lambda 関数をサブスクライブす
ることができます。AWS Lambda はその後、新しいレコードのためにストリー
ムを定期的にポーリングします (毎秒 1 回)。新しいレコードを検出すると、新
しいレコードをパラメータとして渡すことによって Lambda 関数を呼び出しま
す。新しいレコードが検出されない場合、Lambda 関数は呼び出されません。 

Kinesis Streams からのデータを消費するための AWS Lambda の使用に関する
詳細については、Kinesis で AWS Lambda を使用するを参照してください。17 

API の使用  
ほとんどのユースケースでは、KCL または AWS Lambda を使用してストリー
ムからデータを取得し、処理する必要があります。ただし、独自のコンシュー
マーアプリケーションを最初から作成したい場合は、これを有効にする方法が
いくつかあります。Kinesis Streams API は、ストリームからデータを取得する
ために GetShardIterator メソッドと GetRecords メソッドを提供しま
す。これはプルモデルで、コードはストリームのシャードからデータを直接取
得します。API を使用した独自のコンシューマーアプリケーションの記述に関
する詳細については、Amazon Kinesis Streams API を使用した Amazon 
Kinesis Streams コンシューマーの開発を参照してください。API の詳細は、
Amazon Kinesis Streams API Reference にあります。18 

アプリケーションに最適なコンシューマーモデルの選択 
どのようにユースケースに最も適したコンシューマーモデルを見分けることが
できるのでしょうか。それぞれのアプローチには独自のトレードオフがあり、
何が重要なのかを判断する必要があります。以下は、適切なコンシューマーモ
デルの選択に役立つ一般的なガイダンスです。 

https://aws.amazon.com/lambda/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-kinesis.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-consumers-with-sdk.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-consumers-with-sdk.html
http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/Welcome.html
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ほとんどの場合は、AWS Lambda での開始を検討します。Lambda の使いやす
さとシンプルなデプロイメントモデルにより、データコンシューマーを迅速な
構築が可能になります。AWS Lambda の使用におけるトレードオフは、
Lambda 関数の各呼び出しをステートレスと見なさなければならないことで
す。つまり、関数の前の呼び出しからの結果を簡単に使用することができませ
ん (例 : 以前のストリームからのレコードのバッチ)。また、単一の Lambda 関
数の最大実行時間が 5 分であることも考慮してください。レコードの単一バッ
チの処理に 5 分以上かかる場合は、AWS Lambda がユースケースにとって最適
なコンシューマーではない可能性があります。 

AWS Lambda を使用できないと判断した場合は、KCL を使用して独自の処理
アプリケーションを構築することを検討してください。KCL アプリケーション
は AWS アカウント内の EC2 インスタンスにデプロイするため、ローカルデー
タの永続性とデータの状態要件における高度な柔軟性があり、大幅な制御が行
えます。 

3 番目のオプションは、API を直接使用して独自のアプリケーションを構築す
るオプションです。このオプションは、最も優れた柔軟性と制御を提供します
が、チェックポインティング、スケーリング、およびフェイルオーバーなどの
一般的なコンシューマーアプリケーション機能を処理する独自のロジックを構
築する必要もあります。 

要約 

Kinesis Streams は、ストリーミングデータの受信を容易にします。Kinesis 
stream は、1 秒あたりほんの数レコード、または 1 秒あたり数百万ものレコー
ドを処理するようにスケールできます。ABC Tolls の場合、ストリームにスト
リーミングされるデータレートはそれほど大きくありませんでした。しかし、
AWS Lambda との直接的な統合によって、ユーザー通知のために Amazon SNS 
に対する API コールを簡単に実行することができるという利益を得ました。 

要件 3 : その他のしきい値アラート 

最後の要件は前の要件と似ていますが、さらなる問題を生じます。最後の要件
をもう一度説明すると、ABC Tolls のオペレーターは、料金所を監視している
間、料金所の車両交通量が 1 日 30 分ごとに事前定義されたしきい値を下回っ
たときに、直ちに通知を受けたいと考えていました。例えば、料金所のひとつ
では、水曜日の午後 2 時から午後 2 時 30 分までの間におよそ 360 台の車両が
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確認されることが過去のデータから分かっています。ABC Tolls は、その 30 分
の間に料金所で 100 台未満の車両しか確認されない場合に通知を受けたく、  

各料金所の現在の車両合計数を、その料金所の既知の平均率と比較したいと考
えています。これを達成するために、各料金所のために、30 分の時間枠ごと
にトラフィックのしきい値を含むファイルを作成しました。前述したとおり、
Kinesis Analytics はリファレンスデータの使用をサポートしています。Kinesis 
Analytics は、S3 バケットに保存されたファイルにあるデータに基づいて、テ
ーブルのようにアプリケーション内のストリームを作成します。作成後、ABC 
Tolls の開発者は、30 分の時間枠の間に各料金所で確認された車両の数をカウ
ントし、その値をファイル内のしきい値と比較するために、Kinesis Analytics 
アプリケーションで SQL を記述することができました。しきい値に到達した場
合、Kinesis Analytics はレコードを Kinesis stream に出力します。 
 
レコードがストリームに到着すると、Amazon SNS を使用して ABC Tolls オペ
レーターに通知を送信する Lambda 関数が実行されます。図 8 は、このシナリ
オのアーキテクチャを示しています。 

 

図 8 : 30 分期間を使用したアラートと通知のためのアーキテクチャ  
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完全なアーキテクチャ 

各要件に対するソリューションを使用して、図 9 にあるような全体的なストリ
ーミングソリューションが完成しました。 

 

図 9 : 全体的なストリーミングソリューションのアーキテクチャ 
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させかを検証しました。この移行は、この会社にレガシーバッチソリューショ
ンでは不可能であった新しい機能と機能性を追加する能力を提供しました。 

データが作成されるたびにそれらを分析することによって、ビジネスの現行状
態に対するインサイトを得ることができます。Amazon Kinesis サービスによ
り、インフラストラクチャのデプロイメントと管理を行う代わりに、一刻を争
うビジネス上の意思決定を行うためのアプリケーションに集中することができ
るようになります。 

寄稿者 
本書の執筆に当たり、次の人物および組織が寄稿しました。 

• AWS ソリューションアーキテクト、Allan MacInnis 

• AWS プロダクトマーケティングマネージャー、Chander Matrubhutam 

 

1 https://aws.amazon.com/kinesis/streams/ 
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12 http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-producers-
with-kpl.html 

注意 

https://aws.amazon.com/kinesis/streams/
https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/
https://aws.amazon.com/kinesis/analytics/
http://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/writing-with-sdk.html
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/redshift/
https://aws.amazon.com/elasticsearch-service/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
http://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/writing-with-agents.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-kpl-writing.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-producers-with-kpl.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-producers-with-kpl.html


アマゾン ウェブ サービス – Amazon Kinesis を使用した AWS でのストリーミングデータソリューション 

ページ 27  

 
13 http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-producers-

with-sdk.html 

14 http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/Welcome.html 

15 http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/developing-consumers-
with-kcl.html 

16 https://aws.amazon.com/lambda/ 

17 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-kinesis.html 

18 http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/Welcome.html 
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