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好きな AWS サービス



本セッションについて
以下ような背景をお持ちの⽅を対象にしたセッションです

• AWS をこれから使おうとしている⽅

• AWS を使い始めたが、提供されている各ストレージサービスを
どんな場⾯で使うとより効果的なのかを知りたい⽅



本セッションでお伝えしたいこと
このセッションの⽬的

• オンプレミスのストレージの課題
クラウドで提供されるストレージのメリット

• 様々なシーンにおいてどのストレージサービスを利⽤するのがよいのか、
ユースケースをベースに理解する

• ⽇々進化するサービス機能強化により新しい利⽤シーンが増えてきてお
り、最新情報を押さえておくことには価値がある



Agenda
オンプレミスのストレージの課題と
クラウドで提供されるストレージのメリット

ストレージの利⽤シーン

サービス機能強化により広がる利⽤シーン

まとめ
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オンプレミスのストレージの課題と
クラウドで提供されるストレージのメリット



ビジネスで重要度が増す⼤規模データ

このような⼤規模データへの要求に応えるストレージを
オンプレミスで提供するのは難しい

⾶躍的な増加 新しいデータソース 増え続ける
データの多様性

利⽤者の増⼤ 分析を⾏う数多くの
アプリケーション



[課題] 必要になっても利⽤できるまで時間がかかる
オンプレミスの課題 クラウドのメリット

調達・セットアップして利⽤できる
まで数ヶ⽉ 必要な時にすぐに利⽤できる



[課題] 容量の上限を気にしなければならない
オンプレミスの課題 クラウドのメリット

容量追加が簡単
（容量制限がない）

容量をやりくり or
将来の利⽤増を⾒越した先⾏投資



[課題] 耐障害設計が複雑
オンプレミスの課題 クラウドのメリット

サービスに組み込まれた
耐障害設計を活⽤できる

想定する障害に対する
耐障害設計を個別に対応



[課題] パフォーマンス設計
オンプレミスの課題 クラウドのメリット

性能要件に応じたストレージの選択
・後から変更可

調達時点のストレージでやりくり



[課題] コスト
オンプレミスの課題 クラウドのメリット

ストレージコストの最適化
& 運⽤コストの削減下がらない運⽤コスト



オンプレミスの課題とクラウドのメリット
オンプレミスの課題 クラウドのメリット

利⽤できるまでの時間 •検討から⼿配、セットアップ、
完了まで数ヶ⽉

•必要なときにいつでもすぐに利⽤
できる

ストレージ容量 •容量上限を意識した運⽤、過剰投
資リスク

•簡単に容量を追加できる、あるい
は容量制限がない

耐障害設計 •想定する障害レベルに応じた個別
設計

•サービスに組み込まれた耐障害
設計の活⽤

パフォーマンス設計
•調達時点のストレージでやりくり
、または新規調達

•性能要件に応じたストレージの
選択
•後から変更できる

コスト
•運⽤コストが下がらない •ストレージの適切な選択による

コスト最適化
•運⽤コストの削減
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ストレージの利⽤シーン



AWS のストレージサービス

データの移動 オフラインオンライン

データの格納

Amazon S3 Glacier

Amazon Simple Storage Service
(S3)Amazon FSx for 

Windows File Server

Amazon Elastic Block 
Store (EBS)

Amazon Elastic File System
(EFS)

Amazon FSx for Lustre
Amazon EC2

Instance Store

Amazon Kinesis Data 
Firehose

AWS Backup

Amazon Macie

Amazon CloudWatch

AWS CloudFormation

AWS CloudTrail

AWS Identity and Access 
Management (IAM)
AWS Key Management 
Service

データの管理/
セキュリティ

AWS DataSync AWS Direct ConnectAWS Storage Gateway Amazon S3 Transfer 
Acceleration

AWS Transfer Family AWS Marketplace
3rd Party Application AWS Snowcone AWS Snowball Edge AWS Snowmobile



本セッションで取り上げる利⽤シーンとサービス
取り上げる利⽤シーン
• データベース
• ファイルサーバー
• データレイク
• HPC
• バックアップ
• データ移⾏

紹介するサービス
• データの格納
• Amazon EBS / EC2 Instance Store

• Amazon EFS / Amazon FSx for Windows 
/ Amazon FSx for Lustre

• Amazon S3

• データの管理
• AWS Backup

• データの移動 / 移⾏
• AWS Storage Gateway / AWS DataSync

/ AWS Snowball Edge 
/ CloudEndure Migration



[シーン] データベース
データベース関連ファイルの I/O 特性に応じたストレージを選ぶ
例えば OLTP ワークロードでのデータベース関連ファイルでは以下のようになる

トランザクション
ログファイル

データファイル

アーカイブ
ログファイル

ランダム

シーケンシャル

シーケンシャル

シーン︓データベース データの格納



[シーン] データベース
データベース関連ファイルの I/O 特性に応じたストレージを選ぶ
例えば OLTP ワークロードでのデータベース関連ファイルでは以下のようになる

トランザクション
ログファイル

データファイル

アーカイブ
ログファイル

ランダム

シーケンシャル

シーケンシャル

EBS

gp2

EBS

io1または

EBS

gp2

EBS

io1または

EBS

st1

シーン︓データベース データの格納



Amazon Elastic Block Store
Amazon EC2 にアタッチして利⽤するブロックストレージ

io1gp2

sc1st1
16 TiB

シーン︓データベース データの格納



参考資料︓ブロックストレージの選択 (2020.06 時点)
Amazon EBS ボリューム / EC2 インスタンスストアの選択(※)

gp2 io1 sc1 st1

IOPS が最も重要
> 80,000 ≤ 80,000

スループット が最も重要
I/O サイズ⼩, ランダム I/O サイズ⼤, シーケンシャル

求られるレイテンシー
< 1 ms 1桁ms

求られる合計スループット
≤ 1,750 MiB/秒 > 1,750 MiB/秒

重視する指標
コスト パフォーマンス

重視する指標
コスト パフォーマンス

I3en

※ハイメモリインスタンスを除く

シーン︓データベース データの格納



[シーン] ファイルサーバー
ファイルサーバーへのアクセスでは、クライアントがアクセスに利⽤する
プロトコルに応じてストレージを選ぶ

シーン︓ファイルサーバー データの格納



[シーン] ファイルサーバー
NFS であれば Amazon EFS
SMB であれば Amazon FSx for Windows File Server
要件によっては Amazon EC2 + Amazon EBS 上に個別構築

シーン︓ファイルサーバー データの格納



Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
⾼い耐久性と可⽤性を持ち、保存容量に応じた柔軟な課⾦体系をもつクラウドネイティブな
ファイルシステム

• 複数の AZ に冗⻑化
• ペタバイトクラスの容量
• 保存容量に応じた課⾦
• 数万の同時接続サポート
• 柔軟なパフォーマンス
• NFS でのアクセスを提供
• 料⾦(東京リージョン 2020年6⽉時点)
• 標準ストレージ 0.36 USD/GB/⽉
• 低頻度アクセスストレージ 0.0272 USD/GB/⽉

シーン︓ファイルサーバー データの格納



Amazon FSx for Windows File Server
Windows ファイルサーバーの完全マネージドサービス

• Single-AZ/Multi-AZ 構成を選択
• 1 ファイルシステムは 64 TB で

DFS 名前空間で 3 PB まで拡張
• ファイルシステムはオンライン拡張可
• SMB プロトコル 2.0 – 3.1.1 でアクセス
• スループット性能は増減可
• SSD と HDD、2 種類のストレージタイプ
• 既存 Active Directory を利⽤できる

シーン︓ファイルサーバー データの格納



参考資料︓ファイルサーバーと SaaS 型ファイルサービス

Amazon FSx for Windows File Server
SaaS 型ファイルサービス
(Amazon WorkDocsなど)

Pros

•ユーザーが構築・運⽤しなくてよい
• HW/SWの保守切れ対応などは事業者が実施
•ストレージ容量追加の対応が簡単
•社内から直接接続するのでセキュアかつ
パフォーマンスがよい(回線状況に依る)
•必要に応じて性能を増強できる
• Active Directory 連携と柔軟なカスタマイズ
•ユーザー教育コストがかからない

•ユーザーが構築・運⽤しなくてよい
• HW/SWの保守切れ対応などは事業者が実施
•ストレージ容量追加の対応が簡単
•インターネット経由でアクセスできるので
外部組織とファイルを共有しやすい
•ユーザー数課⾦なので予算計画を⽴てやすい

Cons

•基本的に外部組織とファイル共有はやらない •ユーザー数が膨⼤になるとファイルサーバー
よりも⾼額になることがある
•新しいツールに慣れるためのユーザー教育が
必要

シーン︓ファイルサーバー データの格納



[シーン] データレイク
• 全ての構造化および⾮構造化データの
中央リポジトリ

• どんなサイズにもスケール
• 全てのアプリケーションと統合できる
• コンテンツへのインターフェースとな
るクエリー可能なカタログ

• 分析や機械学習等により
• 様々なビジネス的な洞察を得られる
• 顧客接点の改善につなげられる
• トレンドを把握し次のイノベーションを⽣む

OLTP ERP CRM LOB

データウェアハウス

ビジネス
インテリジェンス 機械学習

データウェア
ハウス クエリー

ビッグデータ
処理

双⽅向 リアルタイム

データレイク

10011000010010101110010101011
1001010100001011111011010

0011110010110010110
0100011000010

デバイス ウェブ センサー SNS

カタログ

シーン︓データレイク データの格納



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
データレイクに必要な要素を備えたクラウド時代のオブジェクトストレージ

• 容量無制限（1ファイルの最⼤は 5 TB）
• ⾼い耐久性（99.999999999 %）
• 低コストストレージ（⽉額 1GB/約3円※）
• スケーラブルで安定した性能
• データ容量に依存しない性能（ユーザが、サーバ台数、
媒体本数やRAID、RAIDコントローラを考える必要がない）

• SOC/PCI DSS/FedRAMP/HIPAA などのセキュ
リティコンプライアンス検証を頻繁に更新

• 分析機能、幅広いサービスとの統合

Amazon S3

AWS Lake Formation 
& AWS Glue

AWS 
Snowball

Amazon Kinesis
Data Streams

AWS 
Snowmobile

Amazon 
Kinesis

Data Firehose

Amazon 
Redshift

Amazon 
EMR

Amazon 
Athena

Amazon Kinesis

Amazon
Elasticsearch 

Service

Amazon
SageMaker 

Amazon
Comprehend 

Amazon
Rekognition

※ 2020年6⽉ https://aws.amazon.com/jp/s3/pricing/
東京リージョンにおけるスタンダードが、US$0.025/GB

シーン︓データレイク データの格納

https://aws.amazon.com/jp/s3/pricing/


S3 インベントリ
S3に⼊っているオブジェクトのリストを、⼀気に CSV / ORC / Parquet ファイルで取得する

• オブジェクトのリストを取得するにあ
たって、List Bucketの処理に時間や⼿間
がかかる場合に有益

• スケジュール化（⽇単位・週1回）して
レポートを取得

• 初回の結果が出るまで、48時間待つ
• ある時点のsnapshotとしての

PUT/DELETE（結果整合性）結果のイン
ベントリリストとなる

• S3 Select や Amazon Athena でクエ
リーを実⾏して分析できる

シーン︓データレイク データの格納



S3 Select
Amazon S3 に格納されているオブジェクトに対して、SQL式にて、⼀部分のみを抽出できる

• コンテンツのフィルタリング処理を S3 に
オフロードでき、転送データ量も抑える

• CSV/JSON/Parquet 形式をサポート
• GZIP/BZIP2/サーバー側暗号化にも対応
• 出⼒形式はCSV/JSON

• 料⾦はスキャンデータ 1GB あたり
$0.0008
(2020年6⽉東京リージョンの価格)

データ抽出後にアプリケーションで
フィルタリング

S3 Select によりフィルタリング

シーン︓データレイク データの格納



[シーン] ⾼性能コンピューティング（HPC）
• ⾼性能コンピューティング（HPC : High Performance Computing）ワ
ークロードでは、⼤規模で⾼性能なコンピューティングリソースを⽤
いて膨⼤な計算を⾼速に処理する

• その速度に追随する数百 GB/s、数百万 IOPS の⾼速ストレージが必要

機械学習科学技術計算 メディアレンダリング
トランスコード

ビッグデータ
解析

電⼦設計⾃動化 財務モデリング オイル・ガス
地質調査

⾃⽴システムの
トレーニング

シーン︓HPC/データレイク データの格納



Amazon FSx for Lustre
Amazon S3 データレイク上のデータセットをロードし結果を書き戻す分散ファイルシステム

• Lustreファイルシステム（⾼性能な
分散ファイルシステム）のフルマ
ネージドサービス

• Amazon S3 等を永続リポジトリとし、
短期間の計算負荷の⾼い処理向けに
設計

• 低レイテンシー・⾼スループット・
スケーラブルなファイルシステムを
⾮冗⻑化・短期利⽤により低コスト
で提供

Amazon S3

Amazon S3 に格納されたデータが
Amazon FSx for Lustreファイルシステムに

ロードされて処理される

処理結果は Amazon S3 に永続化される

ワークロードが終了後に
ファイルシステムは削除

シーン︓HPC/データレイク データの格納



[シーン] バックアップ
「どこ」から「何」をバックアップするのか
• AWS サービスデータのバックアップ
• 各サービスで提供されるバックアップ機能を使う
例）EBS なら EBS スナップショット、EC2 なら AMI など

• EFS を使⽤している場合や AWS Backup が対応している
リソースが多い場合は AWS Backup の使⽤を検討

• オンプレミスデータのバックアップ
• オンラインなら Storage Gateway / 3rd Party Backup 

Software

• オフラインなら Snowball Edge

シーン︓バックアップ データの管理



AWS Backup
複数サービスを含むグループ単位でバックアップの⾃動化と集中管理

• 論理的なグループに複数サービスのリソー
スをまとめ、バックアップを⼀元管理

• 各サービスの持つバックアップ機能を使⽤
してバックアップの実⾏・保持期間・復旧
ポイントへの復元などを集中管理

• Amazon EFS のバックアップ機能は AWS 
Backup で提供される

• 対応サービス拡充予定
• 対応済みサービスは Amazon EFS / Amazon EC2 / 

Amazon EBS / Amazon RDS(Aurora を除く) / Amazon 
DynamoDB / AWS Storage Gateway

シーン︓バックアップ データの管理



AWS Storage Gateway
オンプレミス環境からクラウドストレージを利⽤

• 安価で耐久性の⾼い Amazon S3 
へのゲートウェイとして動作

• ファイル(NFS/SMB)、ブロック
(iSCSI)、テープ(VTL)のインター
フェースを提供

• バックアップ、領域拡張、移⾏、
アーカイブ、災害対策などで利⽤

シーン︓バックアップ データの管理



AWS Snowball Edge
ハードウェアアプライアンスを利⽤しオンプレミスークラウド間の⼤量データ移⾏を⾼速化

• ⼤容量を持つ Storage Optimized 
(100TB) または Compute Optimized 
(7.68TB[NVMe SSD] + 42TB) の物理
アプライアンスを配送

• ローカルコンピュートリソースによ
りデータ暗号化を Edge で実施

• 書き込み時に AWS Lambda による
ローカル処理が可能

シーン︓バックアップ/データ移⾏ データの移動 / 移⾏データの管理



[シーン] データ移⾏
移⾏するデータをオンラインで転送するかオフラインで運ぶか
マシンイメージとして移⾏するか、ファイルやデータだけ移⾏するか

データだけ

マシン
イメージごと

シーン︓データ移⾏ データの移動 / 移⾏



データのみ マシンイメージごと

オンラインデータ移⾏

ファイルレベル

AWS DataSync

データベースレコードレベル

Database Migration Service

物理・仮想を問わない

CloudEndure Migration

オフラインデータ移⾏

AWS Snowball Edge

[シーン] データ移⾏
オフラインかオンラインか、データだけかマシンイメージごとか、で選ぶ

シーン︓データ移⾏ データの移動 / 移⾏



AWS DataSync
オンプレミスとクラウドのデータ転送をシンプルかつ⾼速に⾃動実⾏する
オンライン転送サービス

• 1つのエージェントあたり最⼤ 10 Gbps
の⾼速転送でき、スロットリングにも
対応

• 専⽤ネットワークプロトコルと並列・
マルチスレッドにより転送を⾼速化

• TLS 1.2 による通信の暗号化と KMS に
よる保存データの暗号化

• データバリデーション
• I/O、転送エラーの⾃動リカバリ
• コピーデータ GB あたり 0.0125 USD

シーン︓データ移⾏ データの移動 / 移⾏



CloudEndure Migration
短い停⽌時間で AWS への移⾏実現するサーバー移⾏ツール

• エージェント型の移⾏ツール
• 物理/仮想マシンを問わない
• ブロック単位でデータ転送
• 本番を停⽌することなくテスト
でき、カットオーバーまでの時
間を短縮

• CloudEndure Migration Agent 
は 90 ⽇間無料
(再インストールで継続利⽤可能)

シーン︓データ移⾏ データの移動 / 移⾏
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サービス機能強化により
広がる利⽤シーン



Amazon EFS の AWS Lambda サポート
AWS Lambda から永続的データストアとして Amazon EFS が利⽤できるように

• EFS アクセスポイント経由で⾃動的にフ
ァイルシステムをマウント

• 低レイテンシーで読み書きアクセスする
ローカルパスを提供

• 関数/コンテナ/インスタンス間で簡単に
データを共有

• より⼤きなライブラリをロード

Amazon Elastic File System の AWS Lambda サポートが⼀般利⽤可能に
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/06/aws-lambda-support-for-amazon-elastic-file-system-now-generally-/

データの格納

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/06/aws-lambda-support-for-amazon-elastic-file-system-now-generally-/


AWS Snowcone
コンパクトで持ち運びしやすく、頑丈でセキュアな Edge Computing & データ転送デバイス

• ⽶軍でも採⽤可能なレベルのセキュリティ
• 2.1 kg と軽量で、防塵・防⽔・⾃由落下・
振動など過酷な環境下での利⽤基準をクリ
アした耐久性

• オフライン利⽤可 / バッテリーオプション
• AWS DataSync エージェントを稼働させて
オンライン転送

• 2 CPU / 4 GB RAM / 8TB Storage
• 広がる利⽤シーン
• 産業⽤ IoT / 医療⽤ IoT / コンテンツ配信 / コンテンツ
収集 / データ移⾏ / 物流 / ⾃動運転 / 移動体



AWS Transfer Family
Amazon S3 をバックエンドにした SFTP/FTPS/FTP のマネージドサービス

• S3 データレイクと外部ユーザーのセキュアなデータ交換をサポート
• サーバー管理が不要
• Multi-AZ による⾼可⽤性維持
• キャパシティの Auto Scaling

• Amazon S3 バケットにデータを保存
• S3 イベントの仕組みを利⽤できる

• パブリック向け/内部向けエンド
ポイントの選択

• サービスマネージド型認証と
カスタム認証
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まとめ
• オンプレミスストレージの課題と、クラウドで提供されるストレージの
メリットを確認

• 代表的なストレージ利⽤シーンをベースに、どのストレージサービスを
使えば良いのかを解説
• データベースは Amazon EBS、ファイルサーバーは利⽤プロトコルによって Amazon EFS や

Amazon FSx for Windwosを選択 / データレイクは S3 など

• 新たに⽣まれるサービス、新機能により広がる利⽤シーン



Related breakouts
[AWS-07] オンプレミスからのファイルサーバ・AD 移⾏
[AWS-20]「Amazon EBS 完全に理解した」あなたに贈る Amazon EBS 再⼊⾨

[AWS-03] データレイクのつくりかた、つかいかた、そだてかた
[AWS-05] 今から始める︕ AWS におけるクラウドのシステム運⽤⼊⾨ 2020 年版
[AWS-18] AWS のサービスを利⽤したオンプレミスからのデータベース移⾏



Thank you!
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AWS トレーニングと認定

AWS トレーニングを活⽤し、
ビジネスを牽引する⼈材の育成

と組織作りを促進する

AWS トレーニング活⽤事例 ≫

ウェビナーやのデジタルトレー
ニングを受講して、個⼈のスキ

ルアップを⽬指す

AWS デジタルトレーニング ≫

認定取得を⽬指して知識を底上
げし、AWS の経験とスキルを

証明する

AWS 認定の詳細 ≫

aws.amazon.com/training
詳細を⾒る ≫

https://aws.amazon.com/jp/training/case-studies/%3Ftrk=ha_summit_slide_2020_jp
https://pages.awscloud.com/Digital-Learning-Training-Certification_jp.html%3Ftrk=ha_summit_slide_2020_jp
https://aws.amazon.com/jp/certification/%3Ftrk=ha_summit_slide_2020_jp
https://aws.amazon.com/jp/training/course-descriptions/%3Ftrk=ha_summit_ppt_jp2020

