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Introduction



このセッションの⽬的、ゴール
• Amazon DynamoDBの利点、特徴を理解する

• 直近のupdateを理解する

• NoSQL Workbench for Amazon DynamoDBの基礎を理解する



⾃⼰紹介
成⽥ 俊 id:oranie

経歴
前職のWeb系会社でインフラエンジニアを担当、主にMySQLや
Cassandra運⽤などに携わる

AWSJでの担当
NoSQLサービス、DynamoDBをメインに技術⽀援を担当



Modern application の 要件
よりハイパフォーマンス、拡張性、可⽤性を要求

Users 100万人以上

Data volume テラバイト、ペタバイト

Locality 世界中

Performance ミリ秒レベルの遅延

Request rate 秒間100万リクエスト規模

Access Mobile, IoT, devices

Scale 事実上無制限

Payment model 利用した分だけ

Developer access APIによる容易な操作

Development Apps と storage 
が疎結合

Online 
gaming

Social
media

Media
streaming

Ecommerce Shared 
economy



Internet-scale ecommerce

世界最⼤のeコマース
事業である
Amazon.comは、その
規模、パフォーマンス、
メンテナンスのメリットに
より、ワークロードに適し
たデータベースで稼働



Things with 
purpose



Mission critical use case: 
3億ユーザーがいるモバイルアプリのバッ
クアップ/リストア

Cassandra からフルマネージドサ
ービスの DynamoDBへ:

• 運用メンテナンスの大幅な削減により
70% のコスト削減

• DynamoDB の一貫したパフォーマンス
による安定性とリスクの軽減

• DynamoDB でほぼ 1 PB、日次 1 億
3,000 万件の API リクエストにより、
お客様のあらゆる需要を満たすために
拡大する規模に対応

“cassandraと比べてDynamoDBは、大幅に低コ
ストで一貫した高いパフォーマンスを実現”

—Seongkyu Kim
Samsung



DuolingoはAWS上で80以上の⾔語対応のため
310億を超えるアイテムを格納し、アクセスに耐えら
れる拡張性とスループットを実現

プライマリデータベース:Amazon DynamoDB
• 毎秒24,000回の読み取りと3,000回の書き込
み

• 60億のユーザー向けにレッスンをパーソナライズす
る⽉ごとの演習

インメモリキャッシュ: Amazon ElastiCache
•⼀般的な単語やフレーズ
トランザクションデータ: Amazon Aurora
•保守的なユーザーデータ

“最大の DynamoDB テーブルには 3,000 億個以
上の項目があり、そのテーブルは 24,000 個以
上の読み込みユニットと、1 秒あたり 3,000 個
以上の書き込みを実行” 

– Karin Tsai, 
Duolingo



Pokémon CompanyはAWSのpurpose-
built databasesを実現

世界で使われる設定情報とTime to Live 
(TTL) を利⽤したデータをDynamoDBに移⾏

⽉間データベースコストは数万ドル削減

移⾏前の6か⽉間に、68時間のダウンタイムやパ
フォーマンスの低下が発⽣しました。移⾏後はゼ
ロに

“DynamoDB のTTL 設定を使用して、ユーザーがログ
イン試行の最大しきい値を超えてエントリを拒否す
るタイミングを追跡できます。その結果、ボットの
ログイン試行が 90% 削減されました。これにより、
正当なユーザーのためにシステムリソースを解放し、
オーバースケールする必要性が軽減されます。”

– Jeff Webb
The Pokémon Company 
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Amazon DynamoDB



Performance 
at scale

あらゆる規模で⼀貫した1桁ミリ秒
の応答時間。事実上無制限のス
ループットでアプリケーションを構築

Serverless architecture

ハードウェアのプロビジョニング、ソフト
ウェアのパッチ適⽤、アップグレードなし、
⾃動スケールアップまたはスケールダウ
ン、データの継続的なバックアップ

Global replication

複数の AWS リージョン間で簡単
にテーブルをレプリケートすることで、
ローカルデータにすばやくアクセスで
きるグローバルアプリケーションを構

築可能

Enterprise 
security

すべてのデータを暗号化
AWS IAMとの完全統合により、
堅牢なセキュリティを実現

Amazon DynamoDB
あらゆる規模に対応する⾼速で柔軟なkey-value データベースサービス





メンテナンスフリー
もしこれらを管理するコストが無ければ他に何が出来るか？

セキュリティ

OSパッチ適用
DBパッチ適用
アクセスコントロール

監査

暗号化

コンプライアンス対応

耐久性

サーバ, ラック, データセンタ維持
HW障害に伴うデータコピー
バックアップ・リストア

可用性

高可用性を実現する設計

モニタリング

クロスリージョンレプリケーション

性能

パフォーマンスチューニング

インデックス設計、作成

In-memory上でキャッシュ維持

拡張性

キャパシティプランニング

ホスト構築、投入作業

障害ホストの修復、撤去作業
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What’s new



主な直近のアップデート

• Global Tables v2
• NoSQL Workbench GA
• Amazon CloudWatch 

Contributor Insights for 
DynamoDB

• Adaptive capacity & dynamic 
partitioning

• 空の値サポート
• Backupのリージョン変更
• DAXのメトリクスアップデート
• CMKサポート



Global Tables v2 
( Version 2019.11.21 )

複数regionでマルチマスタにデータ
を同期出来るGlobal Tables
レプリカテーブルを動的に追加でき、
書き込みキャパシティーの消費を低
減
Global Tables用に付与されてい
た aws:rep:*属性が追加されないな
どItemのmetaデータ管理が変更
前のVersionからはオンラインで
update可能
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/03/you-now-can-update-your-
amazon-dynamodb-global-tables-from-version-2017-11-29-to-the-latest-version-with-a-few-
clicks-in-the-dynamodb-console/

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/03/you-now-can-update-your-amazon-dynamodb-global-tables-from-version-2017-11-29-to-the-latest-version-with-a-few-clicks-in-the-dynamodb-console/


Amazon CloudWatch Contributor Insights for 
DynamoDB

アクセスが多いItem、スロットリングした
Itemの特定、可視化が可能

意図しないアクセスの偏りによるスロット
リングが発生した際によりスピーディな解
決が可能

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/cloudwatch-contributor-
insights-for-dynamodb-now-generally-available/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/cloudwatch-contributor-insights-for-dynamodb-now-generally-available/


Adaptive capacity & dynamic partitioning
頻繁にアクセスされるアイテムを⾃動的に
分離することで、アンバランスなワーク
ロードをより適切に処理
頻繁にアクセスされるアイテムが同⼀パー
ティション内に存在しないようにバランス
を再調整
不均等なデータアクセスパターンへの対応
のためにオーバープロビジョニングの必要
無し

解説ブログ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/databa
se/how-amazon-dynamodb-adaptive-
capacity-accommodates-uneven-data-
access-patterns-or-why-what-you-know-
about-dynamodb-might-be-outdated/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/database/how-amazon-dynamodb-adaptive-capacity-accommodates-uneven-data-access-patterns-or-why-what-you-know-about-dynamodb-might-be-outdated/


空の値サポート

DynamoDB テーブルの⾮キーの⽂字列およびバイナリ属性の空の値をサポート
空の値のサポートにより、幅広いユースケースのための属性を DynamoDB に送信す
る前に変換することを要せずに、当該属性を使⽤するに際しての柔軟性が向上
リスト、マップ、およびセットのデータ型は、空の⽂字列およびバイナリ値もサポー
ト

ベーステーブル、LSI/GSIのパーティションキーとソートキーの属性では、⽂字列とバ
イナリを含むすべてのデータ型について空でない値が引き続き必要
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/05/amazon-dynamodb-

now-supports-empty-values-for-non-key-string-and-binary-attributes-in-
dynamodb-tables/

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/05/amazon-dynamodb-now-supports-empty-values-for-non-key-string-and-binary-attributes-in-dynamodb-tables/


カスタマー管理型カスタマーマスターキー (CMKs)
サポート

DynamoDB データの暗号化のオプションが追加
AWS owned CMK あるいは AWS managed CMKを使⽤する選択肢に加え、
カスタマー管理型 CMK を使⽤し⾃⾝で管理する暗号化キーの安全に利⽤
することで、重要なデータを保護するため⾃社ポリシーに準じたコンプラ
イアンスと規制上の要件へ対応

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/bring-your-own-encryption-
keys-to-amazon-dynamodb/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/bring-your-own-encryption-keys-to-amazon-dynamodb/


主な直近のアップデートのまとめ
Amazon DynamoDBではスループットコントロール、クラ
スタ管理、可視化、セキュリティ、アプリケーション開発
に役⽴つツールなど今まで⾃前で管理を要していたような
部分もフルマネージド化によりオペレーションコストを下
げる改善やセキュリティ対策の拡張などアップデートをリ
リース
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How to use NoSQL Workbench for 
Amazon DynamoDB 



NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB(preview)
• Data modeler
• Visualizer
• Operation builder
の3つの機能を提供

Win/Mac/Linuxに対応
DynamoDB Localに対応

構築したオペレーションと同じ
処理をするコードを⽣成する機
能も対応



Data modeler

スキーマの設計、作成したデー
タのimport/exportに対応

Table、GSIの設定にも対応

TableのPartition Key、Sort Key、
各AttributeのData typeなどが
⼀覧化されて表⽰出来る



Visualizer

Data modelerで作成したスキー
マを元にテストデータの作成・
変更、DynamoDBへのcommit
などのオペレーションが可能

テストデータを含めて表⽰する
ことでどういうtable構造になる
のか、GSIはどのようなデータ
で⽣成されるのか、などが可視
化されること



Operation builder

既存tableに対してテーブルの⼀
覧表⽰、データの管理、各種
API操作、各種API操作のサンプ
ルアプリケーションコード⽣成
が可能

接続に必要なIAM権限設定は必
要



Operation builder
Build operationsで可能な操作
• Update Item
• Put Item

• Delete Item
• Query
• Scan
• TransactWriteItems

それぞれの操作で必要なオプ
ションを設定する事も可能
複数条件などの設定も可能



Workbenchの中間まとめ
マネジメントコンソールやAWS CLIでも同様の操作はもちろん可能だが、
よりtableやGSIの構造、data modeling、Item操作を分かりやすく

開発時にモデリングする際にデータを触りながら試⾏錯誤する事で可視化
された状態でより分かりやすく設計が可能に
特にGSI側は想定したデータを⼊れた時に意図した構造になるのか、想定
したQueryは想定した挙動になるのかなどをより簡単に操作可能

ローカル上から、実際のテーブル上の操作までシームレスに対応



Sampleデモ

NoSQL Workbench  for 
DynamoDBにはsampleデータ
モデルがセットされている
フォーラム、bookmarkサービ
ス、社員管理、スキー場のリフ
ト管理、クレジットカードキャ
ンペーン、⾳楽データ管理など
様々なユースケースを網羅して
いるが、その中で今回は
bookmarkサービスのsampleを
操作



Bookmark service概要
ユーザーは複数のブックマークを持つことができ、ブックマークURLは
ユーザー毎に保持 このデータモデルは多対多の関係

• ユーザーIDでブックマークだけでなくユーザーデータも⼀緒に取得
• E メールアドレスごとにユーザーデータを取得
• URL ごとにブックマークデータを取得、同じ URL は複数のユーザーか
らブックマークすることができるのでどのユーザーか識別出来るように
する

• 各ユーザーのフォルダ(PC,mobileなどの使い分け)ごとにブックマークを
取得



DataModeling : Bookmark service 

ユーザーは複数のブックマークを持つこと
ができ、ブックマークは同⼀URLでもユー
ザー毎に保持する多対多の関係
• ユーザーIDでブックマークだけでなく
ユーザーデータも⼀緒に取得

• E メールアドレスごとにユーザーデータ
を取得

• URL ごとにブックマークデータを取得、
同じ URL は複数のユーザーからブック
マークすることができるのでどのユー
ザーか識別出来るようにする

• 各ユーザーのフォルダ(PC,mobileなど
の使い分け)ごとにブックマークを取得





Thank you!
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Major languages supported through 
the AWS SDK, such as Java, .NET, 
Python, Node.js, and Go

Use AWS Database Migration Service 
to migrate your data to DynamoDB

Get started today

See DynamoDB.com

Follow @DynamoDB
on 

https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://twitter.com/dynamodb/


Appendix
DynamoDBの過去セッション
Amazon Blackbelt webinar
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/webinar-bb-dynamodb-
advanced-design-pattern-2018/

Amazon DynamoDB Deep Dive | AWS Summit Tokyo 2019

https://www.youtube.com/watch?v=16RYHfe89WY

Re:Invent 2019 session  DynamoDB セッション紹介ブログ
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/amazon-dynamodb-related-
videos-and-slide-decks-from-aws-reinvent-2019/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/webinar-bb-dynamodb-advanced-design-pattern-2018/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=16RYHfe89WY
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/amazon-dynamodb-related-videos-and-slide-decks-from-aws-reinvent-2019/


Appendix
オンライントレーニング
Linux Academy
Amazon DynamoDB Deep Dive

https://linuxacademy.com/course/amazon-dynamo-db-deep-dive/
Amazon DynamoDB Data Modeling
https://linuxacademy.com/course/amazon-dynamo-db-data-modeling/
他にもDynamoDBに関連するトレーニングあり

https://linuxacademy.com/course/amazon-dynamo-db-deep-dive/
https://linuxacademy.com/course/amazon-dynamo-db-data-modeling/


Appendix
AWS sample repository
https://github.com/aws-samples

2019 DevDayで公開したサンプル
https://github.com/aws-samples/amazon-dynamodb-chat-sample

他にも様々なユースケースや⾔語のサンプルがあるのでまずは動くもので
勉強したいなどには最適

https://github.com/aws-samples
https://github.com/aws-samples/amazon-dynamodb-chat-sample


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

