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Wifiは全セッション会場 
展示会場にて、ご利用いただけます。 

 

SSID: awssummit #awssummit 



自己紹介 
• 名前 

– 八木橋 徹平（やぎはし てっぺい） 
 

• 所属 
– アマゾンデータサービスジャパン株式会社 
技術統括本部エンタープライズ部 
ソリューションアーキテクト 
 

• 好きなAWS サービス 
– Amazon Redshift 
– AWS SDK（Java、Node.js） 



Amazon Redshift のサービスローンチ 
• 6/5よりAmazon Redshift がTokyo リージョンでも利用可能に 
なりました！ 

– US East、US West、Europe に続き、第4番目のリージョンとなります。 
 

• 他リージョン同様に hs1.xlarge、hs1.8xlarge でクラスタが構築可能。 
 



アジェンダ 
• Amazon Redshift の概要 

 
• エンタープライズシステムにおけるRedshift 活用ノウハウ  

– 株式会社野村総合研究所様 

 
• Amazon Redshift の取組み 

– ASTERIA WARP インフォテリア株式会社様 
– Jaspersoft ワークブレイン・ジャパン株式会社様 
– Pentaho 株式会社 KSK アナリティクス様 



Amazon Redshift の概要 

クラウド型データウェアハウス 



オンプレ環境におけるデータウェアハウスの課題 
• 初期投資 

– 環境構築に膨大な初期投資が必要となる 
– DWH に付随するその他の投資（バックアップ装置、運用監視ソフトなど） 

 
• 運用管理 

– 日々のメンテナンスやバックアップ作業 
– ディスク利用率や負荷状況の監視 

 
• 成長予測・費用対効果 

– 導入時点で数年先のデータ増加量を見通さなくてはならない 
– 投資に見合ったビジネスへの貢献があったか＝価値のあるデータ分析ができたか 

 



クラウドにおけるマネージド・データベースの利点 

backup & recovery, 

data load & unload 

performance tuning 

25% 40% 

5% 5% 

scripting & coding 
security 

planning 

install, upgrade, patch 

and migrate 

documentation, licensing 

& training 

より付加価値の 
高いビジネスに注力 



Amazon Redshift の位置づけ 

• Transaction – オンライン処理向き • Analytics – 分析処理向き 

Amazon EMR Amazon Redshift 

• 分単位のプロビジョニング 
• 従量課金 = 初期費用なし 
• 高速、低価格、容易な運用 
• SQL 

Amazon 
DynamoDB Amazon RDS Amazon 

ElastiCache 



AWS におけるAmazon Redshift の利用例 
• 様々なデータストアからデータの集約 

Amazon 
DynamoDB 

Amazon RDS 

Amazon Redshift 

オンライン・ 
トランザクション 

AWS Data Pipeline 

フロー制御 
（オプション） 

BI ツール・アプリ 
による解析処理 

Amazon S3 

テキスト・データ 

Amazon EMR 

データ整形 
（ETL） 



Amazon Redshift ： カラムナ型データベース 

• 行型 – トランザクション処理向き • カラムナ型  – 分析処理向き 

orderid name qty 

1 Book 100 

2 Pen 50 

… 

n Eraser 70 

orderid name qty 

1 Book 100 

2 Pen 50 

… 

n Eraser 70 



Amazon Redshift のアーキテクチャ 
• クラウド型データウェアハウス 
（マネージドデータベース） 
 

• 拡張性：数TB ～数PB まで拡張可能 
 

• 高速：カラムナ型、超並列演算（MPP） 
 

• PostgreSQL JDBC・ODBC ドライバを 
サポート 
 

10 GigE 

Ingestion 
Backup 
Restore 

JDBC/ODBC 



クエリー：全ノードに分散・並列処理 

• クエリー 
 

• ロード 
 

• バックアップ・リストア 
 

• リサイズ 

 



ロード：Amazon S3・Amazon DynamoDB との連携 

• クエリー 
 

• ロード 
 

• バックアップ・リストア 
 

• リサイズ 

 
 

 
 

• Amazon S3 か Amazon DynamoDB
からの並列ロード 
 

• データは自動的に分散・ソート 
 

• ノード数に応じてスケール 



バックアップ・リストア：Amazon S3 との容易な連携 

• クエリー 
 

• ロード 
 

• バックアップ・リストア 
 

• リサイズ 

 
 

 
 

• Amazon S3 への自動・増分バック
アップ or オンデマンドのバック
アップ 
 

• バックアップ保持期間の指定 
 

• ストリーミング・リストアによる 
クエリーの早期再開 



リサイズ：クラスタへのキャパシティ追加 

• クエリー 
 

• ロード 
 

• バックアップ・リストア 
 

• リサイズ 

 
 

 
 

• 新しいクラスタをバックグラウンド
でプロビジョニング 
 

• ノード間でデータを並列コピー 
 

• DNS によるエンドポイントの 
スイッチ 



Amazon Redshift ：料金体系 
• ノード数 ｘ 時間単価 
• リーダー・ノードは課金されません。 

  

hs1.xlarge  
コンピュート
ノード 

$/時 

hs1.8xlarge  
コンピュート 
ノード 

$/時 

TB当たりの 
時間単価 

TB当たりの 
年単価 

オンデマンド $0.850 $6.80 $0.425 $3,723 

1年リザーブド $0.500 $4.00 $0.250 $2,190 

3年リザーブド $0.228 $1.82 $0.114 $999 



エンタープライズシステムに 
おけるRedshift 活用ノウハウ 
株式会社野村総合研究所様 



Amazon Redshift の 
取組み 
ASTERIA WARP インフォテリア株式会社様 
JasperSoft ワークブレイン・ジャパン株式会社様 
Pentaho 株式会社KSKアナリティクス様 
 



Amazon Redshift のエコシステム 

Amazon Redshift 

自社DC 

RDBMS Amazon S3 

Amazon EC2 

テキストファイル 
1,Book,100⏎ 
2,Pen,50⏎ 
… 
n,Eraser,10⏎ 

アプリサーバ 

Webアクセス・ログ 
2013-06-05 12:00:00 
192.168.0.2 
http://www.amazon.com  
2013-06-05 12:00:01 … 

・データ変換・整形 
・クラウドへの移動 

・BI ツールによる
解析 

http://mysite.amazon.com/


©1998-2013 Infoteria Corporation.  

クラウドと社内システムの連携をノン・プログラミングで 
実現する ASTERIA WARP 

社内データ・クラウド共に連携を実現！ 
シェアNo.1データ連携ミドルウェア 

ASTERIA 
WARP / Lite 

 
46.9% A 

12.8% 

B 
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6.9% 

その他 
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2013年3月末で3604社の 
導入実績！ 

ASTERIA WARPはアイコンの接続と設定だけでAWSなどクラウド
環境はもちろん社内システムとの連携をするミドルウェアです。 



©1998-2013 Infoteria Corporation.  

AWS連携をノン・プログラミングで実現！ 
Amazon Web Services の様々なサービスに対応 

Amazon EC2 
Amazon EC2上でASTERIA WARPを 
利用可能！ 

Amazon Elastic MapReduce 
Elastic MapReduceを使った 
ビッグデータ処理にも対応！ 

標準搭載されているSQL ビルダーを使って 
Amazon Redshiftとの連携もGUI操作のみで 
実現します！ Amazon RDS 

Amazon RDSへの接続はGUI操作のみ 
の「ノン・プログラミング」で対応！ 

Amazon Web Services オプション 
Amazon S3 
Amazon S3 へのデータ転送を含む処理を
ドラッグ＆ドロップで構築 
Amazon SimpleDB 
専用画面の操作でSimpleDBを取り扱い 
Amazon Simple Queue 
専用画面の操作でSQSを取り扱い 



©1998-2013 Infoteria Corporation.  

ノン・プログラミングで様々な分析を 
リーズナブルな価格にて行うことができます！ 

Excelを使った業務分析には限界を感じているが 
データウェアハウスの導入には手が出せない 

After 

Before 

ASTERIA WARP と Amazon Redshift で実現する 
ビッグデータ分析の現実解 

GUI操作のみでデータ取得 

ファイルを分割して Upload S3 

RedShift 

Copyコマンドを実行 

DWHは高くて 
手が出せない 

データ収集や 
変換は一苦労 

高度の分析ツールは 
使いこなせない 

月額課金でDWH 
を利用可能 

GUI操作のみで 
Redshiftを操作 

結果は使い慣れた 
Excelにも出力 

データ収集 

データ出力 

Amazon Redshift 連携の 
デモンストレーションは 

インフォテリアのブースにて
実施中！ 



Pentaho 
すべての機能が初めからオールインワンの 

コストパフォーマンスが高いオープンソースBI製品 

© 2012, Pentaho and KSK Analytics. All Rights Reserved.  24 

アナリスト / 
パワー 
ユーザー 

データマイニング 

 経営層 ダッシュボード 

アナリスト/ 
ビジネス 
ユーザー 

分析 

ビジネス 
ユーザー レポート 

開発者 / 
DB管理者 データ統合 

アドバンスドな 
予測分析 

セルフサービス＆インタラクティブ 
KPI、地図、チャート 

セルフサービス＆インタラクティブ 
非定型OLAP分析 

アドホックレポート 
業務レポート 

高性能なデータ統合,  ビッグデータ,  
クレンジング、プレゼンテーション  



Pentaho適用例 
Webマーケティングでのビッグデータ分析 

© 2013, Pentaho and KSK Analytics. All Rights Reserved.  25 

 Pentahoのメリット 
•  データ統合, レポート, ダッシュボード, 非定型分析を含む統合的なBI

プラットフォームを構築 

• KSK Analyticsによる構築サービス 

• 本分析サービスは大量データを非定型分析で使用できる、複数年度
にわたる詳細な顧客の利用情報を多面的に見ることが可能 

 Why Pentaho 
• フルスイートのBIプラットフォーム 

• Amazonへの容易なアクセスにより、プロ
ジェクトスタートの障壁が下げられた 

• 分析基盤構築のプロフェッショナルサポ
ート 

ビジネス課題 

他社との差別化のために、より長期的、多面的な顧客データの分析を行いたい。しかし、従来の
データベースでは顧客の利用状況やシステム運用状況についてのログデータが利用できなかった 

Pentaho 
BIServer Webログデータ 

ETL 

Amazon 
Redshift 

ユーザーフロント 

レポート 
 
OLAP 
 
ダッシュボード 



Pentaho画面例 

© 2012, Pentaho and KSK Analytics. All Rights Reserved.  26 



クラウドBIサービス「yourAnalysis」 
～JasperReports Server on AWS ～ 

Workbrain Japan Co,Ltd. K.K. 

2013/6/6 



p‹#› ©2010-2012. Workbrain Japan Proprietary and Confidential 

Japsersoftのご紹介 

 Jaspersoft： 世界中で広く使用されているOSSベースの 
  統合ビジネスインテリジェンス（BI）製品 
 

 レポートデザインと画面表示機能、ダッシュボード機能、OLAP分析機能、ETL機能な
ど、従来の商用製品と同等の機能と性能を備えています。 
 

 Amazon RedShiftを始めとした各種RDBMS、MongoDB、Hadoopなど様々なデータソー
スに接続し、分析・レポート作成が可能です。 
 

 海外では先行して高い人気を誇り、2012年5月現在で製品ダウンロード数は合計1450
万以上、商用サブスクリプション利用企業（団体）は世界100カ国（地域）で 14,000以上
、世界中の政府機関、官公庁での利用実績も数多くあります。 
 

 国内でもERP製品への組込みを始め、様々な企業で既にご利用いただいております
。特に「JasperReports」は国内でもOSSの帳票作成ツールとしてデファクトのポジショ
ンを確立しています。 



p‹#› ©2010-2012. Workbrain Japan Proprietary and Confidential 

提供サービス 

 クラウドBIサービス     yourDWH/Analysis 
 「JasperReports Server」 及び「Amazon RedShift」を使用したデータ分析基盤を短期間

・低コストで構築します。 
 

 帳票作成サービス      
 JasperReportsを使用した帳票作成サービスです。 

 
 モバイルBI開発サービス  yourMobileBI(仮) 

 モバイル・タブレット向けのBI環境を開発・構築します。 
 

 その他、Jaspersoft製品の導入・技術支援サービス 
 



クラウド型データウェアハウス Amazon Redshift セミナー 
• 6/21（金）14:00～18:00 
• 開催場所：AWS 目黒オフィス 
• 参加費：無料 
• アジェンダ 

アマゾンデータサービスジャパン株式会社 ー クラウド型データウェアハウス Amazon Redshift 
株式会社ワークブレイン ー BI ツール: Jaspersoft 
Tableau Japan 株式会社 ー BI ツール: Tableau Software 
ウイングアーク株式会社 ー BI ツール: Dr.Sum EA  
株式会社アプレッソ ー EAI ツール: DataSpider 
株式会社野村総合研究所 ー Redshift を活用したシステム構築支援サービス 

 



クラウド型データウェアハウス Amazon Redshift セミナー 
• 8/2（金）14:00～18:00 
• 開催場所：AWS 目黒オフィス 
• 参加費：無料 
• アジェンダ 

アマゾンデータサービスジャパン株式会社 ー クラウド型データウェアハウス Amazon Redshift 
マイクロストラテジー・ジャパン株式会社 ー BI ツール: MicroStrategy 
Talend 株式会社 ー EAI ツール: talend 
インフォテリア株式会社 ー EAI ツール: ASTERIA WARP  
ウルシステムズ株式会社 
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 
株式会社ノーチラス・テクノロジーズ 

 



Thank You 
Amazon Redshift が切り開くクラウド・データウェアハウス 
 

八木橋 徹平 
ソリューションアーキテクト 

片山 暁雄 
技術統括本部 エンタープライズソリューション部 部長 / ソリューションアーキテクト 
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