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更新履歴 

 

版数 発行日 更新履歴 

第 1 版 2018 年 6 月 29 日 初版発行 

第 1.1 版 2018 年 7 月 26 日 記載ミスの修正 

   

   

 

本書の取り扱い注意事項 

本書は、2018 年 6 月時点の Azure Cosmos DB をベースに作成しています。読者が本書を読まれる時点では、Azure

ポータルの UI や提供される機能などが変更されている可能性があることをあらかじめご了承ください。 

なお、Azure サービスの更新情報に関しては、「Azure の更新情報」 を参照してください。 

 

  

https://azure.microsoft.com/ja-jp/updates/
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1. はじめに 

Azure Cosmos DB は、Microsoft Azure PaaS (Platform as a Services) 環境で提供している NoSQL で利用可能な

データベース サービスです。Azure Cosmos DB の特徴は、キー/バリュー ストア、ドキュメント データベース、グラフ データベース

といったマルチ モデルに対応し、選択したリージョンに即座にデプロイできるグローバル分散型のサービスで、予測可能な応答性

能を提供できるように設計されていることです。 

この自習書では、最初に、Azure Cosmos DB の特徴や利点を説明します。後半では、Azure Cosmos DB をより理解して

いただくため、Azure ポータルからドキュメント データベースを作成し、シンプルな JSON 形式のデータを格納して簡単な SQL 

で検索できることや Azure Cosmos DB で行われる運用管理手順をステップ バイ ステップ形式で確認します。なお、演習

手順で使用している Visual Studio Code と Node.js は、マルチプラットフォームに対応していますが、本書では、Windows 

OS 環境で実行することを前提としています。 

1.1 リレーショナル データベース以外の選択肢 

多くの技術者は、「データベース」 という言葉から 「リレーショナル データベース」 をイメージされるでしょう。リレーショナル データ

ベースは、正規化されたテーブル構造に格納されたデータの整合性を維持しながら、更新し、参照するのに向いているデータ

ベースです。リレーショナル データベースのテーブル構造は、特定のアプリケーションに対して設計され、最適化されています。オン

プレミスで稼働するデータベース サーバーでは、リレーショナル データベースにより、信頼性の高いシステムの運用が可能でした。 

しかし変化の激しいインターネット環境では、グローバルに分散した利用者に対しても、高速な応答性能を提供することが求め

られます。また、利用者の要求に対応させながら、データベースのテーブル構造を柔軟に変更したいといった場合でも、リレーショ

ナル データベースのような固定化されたスキーマ構造を持つデータベースで対応することは難しい状況があります。 

リレーショナル データベースでも、レプリケーションやシャーディングと呼ばれる技術を採用すれば、データを複数のサーバーに分散さ

せることが可能と考えることもできますが、高コストになりサーバーに対して行えるスケールアップの上限が制約となるため、データ

容量や処理性能を無制限にスケールさせる必要があるシステムの運用には向かないでしょう。 

そこで、従来のリレーショナル データベースにない機能を提供する 「NoSQL」 データベースが、注目されるようになってきました。

「NoSQL」 は、「No SQL」 や 「Not Only SQL」 の略称といわれていますが、これはバズワードの一種で、実際には、リレーシ

ョナルデータベースではない複数の種類のデータベースを指して使用されています。(Azure Cosmos DB は、NoSQL データ

ベースといわれていますが、「Not Only SQL」 と理解するべきで、実のところ、SQL を使用したドキュメントの検索もサポートし

ています。) 

現在、「NoSQL」 と呼ばれるデータベースは、「キー/バリュー ストア」、「ドキュメント データベース」、「グラフ データベース」 の 3 

種類に分類されています。「キー/バリュー ストア」 には、キー/バリューのデータモデルと列ファミリのデータモデルがあります。 

 

https://azure.microsoft.com/services/cosmos-db/
https://azure.microsoft.com/services/cosmos-db/
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これらの NoSQL データベースのデータ モデルの共通点として、データを格納する際に、事前にスキーマを定義する必要がない 

「スキーマ レス」 といった特徴があります。リードタイムを短縮したいという要求に対し、アジャイル開発や DevOps といった開

発スタイルが、広がっています。リレーショナル データベースでは、正規化されたテーブル構造の設計を終えないとデータストアに

データを格納できませんし、作成したデータベースのスキーマ変更には手間がかかります。 

NoSQL データベースでは、「スキーマ レス」 のため、事前にデータ構造を定義しておかなくても、データを格納することができます

し、また、データやアプリケーションの要件変更に対して、柔軟にスキーマを拡張することができるため、アジャイルや DevOps と

った開発スタイルに、より適しているといえます。 

各データモデルの相違点など詳細については、第 2 章の 「2.2 マルチ データ モデルとマルチ API」 で説明します。 

複数のデータモデルをサポートしているといった特徴に加えて、Azure Cosmos DB では、中断されることなく、世界中にデータを

分散させて、高速なアクセスを実現することができます。データベースのグローバル分散の詳細については、第 2 章の 「2.3 グ

ローバル分散」 で説明します。 

1.2 Azure Cosmos DB とは？ 

Azure Cosmos DB は、NoSQL に分類される複数のデータ モデルをサポートするグローバル分散可能な Microsoft Azure 

PaaS データ サービスです。Microsoft は、Azure Cosmos DB に先立ち、2015 年 4 月より、NoSQL データ モデルの 1 

つである JSON ドキュメント データベースのサービスとして Azure DocumentDB の一般提供を開始しました。 

その後、2017 年 5 月に開催された Build 2017 で、Azure DocumentDB がサポートしている JSON ドキュメント データ

ベースに、キー/バリュー ストアとグラフ データベースを追加して、「Azure Cosmos DB」 という名前に変更して、新たにサービス

の提供を開始しました。下表は、NoSQL に分類される 「キー バリュー ストア」、「ドキュメント データベース」、「グラフ データ

ベース」をサポートする OSS 製品および、クラウド サービスを表にしています。 

これまでのデータベース製品、およびサービスは、MongoDB では、ドキュメント データベース、Cassandra や HBase では、列

ファミリといったように、対応しているデータ モデルが固定化されてきましたが、Azure Cosmos DB は、「キー バリュー ストア」、

「ドキュメント データベース」、「グラフ データベース」 の 3 種類のデータモデルをすべて扱うことができるという特徴があります。 
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2. Azure Cosmos DB のコンセプトの理解 

この章では最初に、Azure Cosmos DB を利用するのにあたり、押さえておきたい基本事項、および、サービスの特徴を説明し

ます。 

2.1 Azure Cosmos DB のリソース 

Azure の管理者は Azure サブスクリプションを使用し Azure Cosmos DB のデータベース アカウントをプロビジョニングでき

ます。データベース アカウントのプロビジョニング後、データベースを作成することができます。プラン上の制約はありますが、Azure 

Cosmos DB データベース アカウントに任意の数のドキュメント データベースとグラフ データベースを作成できます。また、データ

ベースには、データを格納するための複数のコンテナーを作成することができます。 

Azure Cosmos DB が管理するデータベースの各エンティティはリソースと呼ばれています。各リソースは、データベース アカウント

に従属し、階層構造に配置され、一連のリソースは論理 URI でアドレス指定してアクセスすることができます。 

 

コンテナーに置く 「アイテム」 がデータになります。また、コンテナーには、「ストアド プロシージャ」、「トリガー」、「ユーザー定義関数 

(UDF)」 といったサーバー側のアプリケーション ロジックも作成することができます。 

コンテナーに置かれる 「アイテム」 以外のリソースには、いずれもシステム側に用意されるスキーマに準拠している必要があるため、

これらを 「システム リソース」 と呼んでいます。これに対し、「アイテム」 は、スキーマの制約がないため、「ユーザー定義リソース」 

と呼ばれています。 
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2.2 マルチ データ モデルとマルチ API 

Azure Cosmos DB は、「キー/バリュー ストア」、「ドキュメント データベース」、「グラフ データベース」 の 3 種類のデータ モデ

ルを扱うことができますが、さらに、アプリケーション コードから使用できる API には、「Azure Table」、「Cassandra」、

「SQL」、「MongoDB」、「Gremlin」 の 5 種類があります。 

データベース アカウントを作成する時、最初に、データ モデルに対応する API を選択する必要があること、また、データベースの

作成後に、後から使用する API を変更できないことに注意してください。 

 

 

データベース アカウントの作成時に選択された API によって、データ モデルが決定し、コンテナーの種類とコンテナーに置かれる

アイテムも決まります。 
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例えば、ドキュメント データ モデルを作成し、アプリケーションからは、SQL を使用して JSON データにアクセスしたい場合は、

データベース アカウントの作成時に、[API] の選択で 「SQL」 を選択する必要があります。 

 

詳細は、3 章で説明しますが、Azure Cosmos DB のコンテナーがデータ設計、パフォーマンス設定、および、課金の単位にな

ります。以降では、各データモデルと対応する API の特徴、および、使いどころなどを説明します。 
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2.2.1 キー/バリュー ストア 

Azure Cosmos DB のキー/バリュー ストアには、「Azure Table」 API を選択して作成される 「テーブル」 と 「Cassandra」 

API を選択して作成される 「キー スペース」 の 2 種類があります。最初に、テーブルから説明します。 

Azure Cosmos DB のテーブルは、Azure Storage サービスのキー/バリュー ストアとして提供されている Azure Table の互換

サービスです。Azure Table を使用しているアプリケーションの接続情報を Azure Cosmos DB に変更するだけで、低テイテン

シ、高スループットなデータストアが利用でき、Azure Table では、サポートされない地理レプリケーション機能なども、利用する

ことができます。 

データベース アカウントに、ドキュメント データベースやグラフ データベースは任意の数を作成することができますが、テーブルを格

納するデータベースは、名前が 「TablesDB」 で固定され、データベース アカウントに 1 個だけ作成できます。データベースに対

して、「コンテナー」 として使用するテーブルは複数作成できます。テーブルに格納されるアイテムは、「エンティティ」 と呼ばれてい

ます。 

 

テーブルは、名前から推測できるように、データを表形式で格納します。各エンティティには、一意に識別するためのキー ペア

(PartitionKey と RowKey) と、Azure Cosmos DB がエンティティの最終更新日時をトラッキングするための Timestamp 

列を持ちます。 

 

1 個のエンティティは、1 MB までの最大 255 個のプロパティを含むことができます。これには、PartitionKey、RowKey、

Timestamp の 3 個のシステム プロパティも含まれます。 

PartitionKey と RowKey は、ともに 文字列型で、値の挿入と更新は利用者が行うことができますが、Timestamp の値
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は、サービスが管理しているため、利用者は変更できません。テーブルに格納される各エンティティは、リレーショナル データベース 

テーブル内の主キーと同様に PartitionKey と RowKey の組み合わせは、一意である必要があります。なお、Azure 

Storage Table では、セカンダリ インデックスが作成されないため、これら 2 つのプロパティだけにインデックスが付けられていま

したが、Azure Cosmos DB は、すべてのプロパティに自動的にインデックスを作成するように動作します。クエリでは、

PartitionKey と RowKey の両方を指定します。このため、どのプロパティを PartitionKey および RowKey に設定するの

かは、非常に重要な設計となります。 

Azure Cosmos DB のテーブルにエンティティを追加する場合、以下のデータ型を使用することができます。 

 

エンティティをリレーショナル データベースの行として考えると、Azure Cosmos DB のテーブル構造は、リレーショナル データ

ベースのテーブルと似ているようにも見えますが、リレーショナル データベースと異なるのは、スキーマがないため、エンティティごとに

プロパティのデータ型は同じである必要がない点です。 

また、Azure Cosmos DB では数十億ものデータ エンティティを含むクラウド アプリケーションをサポートするためのデータと大量

のデータ トランザクションをサポートできるように設計されている点に特徴があります。 

キー/バリューストアのテーブル構造は、ログ、アドレス帳、デバイス情報、サービスに必要なメタデータなどのシンプルでフラットな

データをグローバル分散させるシナリオで使用されています。 
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2.2.2 ドキュメント データベース 

Azure Cosmos DB のドキュメント データベースには、「SQL」 API を選択して作成するデータベースと 「MongoDB」 API を

選択して作成するデータベースの 2 種類があります。 

ドキュメント データベースは、データベース アカウントに複数作成することができます。データベースに対して、「コンテナー」 として使

用するコレクションも複数作成できます。コレクションに格納されるアイテムは、「ドキュメント」 と呼ばれています。コレクションに

は、サポートしているデータ モデルに対応する任意の JSON ドキュメントを追加し、更新、削除、参照、列挙、検索することが

できます。1 つのドキュメントの最大サイズは、2 MB です。 

 

JSON は、JavaScript Object Notation の略で、JavaScript でのオブジェクトの表記方法をベースとしていますが、

JavaScript 専用ということではなく、様々なプログラミング言語間におけるデータの受け渡しに使用できるように設計されていま

す。JSON では、階層構造を持つデータを格納することができます。 

{ 

  "id":"1", 

  "first_name":"Jon", 

  "last_name":"Yang", 

  "birth_date":"1971-10-06", 

  "gender":"M", 

  "address": { 

             "city":"Rockhampton", 

             "state_province":"Queensland", 

             "country":"AU", 

             "zip":"4700" 

             }, 

  "phone": [ 

             { "home": "1 (11) 500 555-0162"}, 

             { "office": "1 (11) 800 333-1628"}, 

           ] 

} 

上記の例では、id や first_name といったキーは、単一の値をフラットに保持していますが、address は、入れ子のドキュメン
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トを保持しています。また、phone は、入れ子のドキュメントを配列として保持しています。 

XML ドキュメントとも似ていますが、JSON は、タグを記述する必要がないため、より簡潔に表現できます。 

ドキュメント データベースは、マスター系のテーブル (商品カタログ、店舗情報、顧客情報など)、Web API で取得するデータ 

(オープンデータなど)、IoT デバイスからのセンサー データ、掲示板や SNS への投稿データ、オンライン ゲームのデータ、電子

メール、空間データ (GeoJSON) などの格納に使用されています。 

Azure Cosmos DB のコレクションに格納されたドキュメントは、以下の方法を使用して、CRUD (作成、読み取り、更新、削

除) 操作を行うことができます。 

· データ エクスプローラー (Azure ポータル) 

· 任意のクライアント SDK 

· REST API  

また、SQL API を選択している場合、SQL を使用して、ドキュメントを検索することができます。本書では、「3.2 Azure ポータ

ルからのデータベースの作成と検索」 で、Azure ポータルのデータ エクスプローラーを使用して、データベース、コレクション、ドキュ

メントを作成し、フィルターやクエリを記述して検索する方法を紹介しています。 
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2.2.3 グラフ データベース 

Azure Cosmos DB のデータベース アカウントの作成で、「Gremlin」 API を選択するとグラフ データベースが作成されます。

データベースに対して、「コンテナー」 として使用するグラフは複数作成できます。グラフ データベースの 「グラフ」 は、線グラフや

棒グラフのようなグラフのことではなく、情報と情報をつなぐ関係性を表現するデータ構造を意味しています。グラフに格納される

アイテムは、「頂点 (Vertex)」 と 「エッジ」 になります。 

 

 

2 つの頂点をエッジでつないで、頂点間の関係性を表現します。また、頂点にプロパティを記述することができます。エッジはリ

レーショナル データベースのリレーションシップのように動作しますが、エッジにもプロパティを記述することができます。これにより、

頂点とエッジで表現される複雑なデータ構造の管理が可能になります。 

 

グラフ データベースは、SNS、レコメンド エンジン、空間データを使用した最短ルート、最適ルートの検索、アセット管理、デバイ

ス管理などで使用することができます。 
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2.3 グローバル分散データベース 

Azure Cosmos DB は、ミッション クリティカルなアプリケーションに使用できるグローバル分散型マルチモデル データベース 

サービスです。Azure Cosmos DB は、ターン キー グローバル分散、スループットとストレージのエラスティック スケーリング、99 

パーセンタイルの 1 桁ミリ秒の待機時間、5 種類の整合性モデルを提供し、高可用性を保証しています。 

以降では、以下の概念を説明します。 

· ターンキー グローバル分散 

· 書き込みリージョンと読み取りリージョン 

· フェールオーバー 

· 分散データベースの整合性レベル 

2.3.1 ターンキー グローバル分散 

データベースのグローバル分散は、簡単な操作で行うことができます。[データをグローバルにレプリケートする] ブレードでデータ

ベースをレプリケーションしたいリージョンを選択して、保存するだけで、対象リージョンを Azure Cosmos DB データベース アカ

ウントに関連付けて、レプリケーションを開始することができます。 

 

2018 年 5 月現在、Azure がサービス提供しているリージョンの数は 50 になります。Azure Cosmos DB は Azure の 

基本サービスに位置付けられているため、新しい Azure リージョンが開設された時に既定のサービスとして、すぐに提供が開始

されます。 

Azure Cosmos DB のデータベースを複数のパーティションで構成している場合、並行してデータをレプリケートできるため、新し

いリージョンを追加した場合、データが 100 TB 以下の場合、世界のどこの場所でも 30 分以内に同期を終えて、操作を開

始することができます。 
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2.3.2 書き込みリージョンと読み取りリージョン 

Azure Cosmos DB では、読み書き可能な 1 つのプライマリ リージョンに対して、読み取り専用の多数のセカンダリ リージョ

ンを構成可能です。データベースに関連付けられたリージョンは「書き込み」 リージョンおよび 「読み取り」 リージョンとして構成

されます。 

Azure Cosmos DB のデータベースに対する読み取りはレプリケートされている全リージョンで可能になるので、Azure で動作し

ているアプリは同一リージョンから処理することができ、リージョン間ネットワークのレイテンシがない読み取り処理では、1 KB の

データで 99 パーセンタイル 10 ミリ秒未満、50 パーセンタイル 2 ミリ秒未満の短いレイテンシでデータにアクセスすることがで

きます。 

2018 年 5 月に開催された Build 2018 で、マルチマスターのプライベートプレビューが発表されました。マルチマスターを使うと、レ

プリケーションが構成されているすべてのリージョンで読み書き可能になります。これにより、例えば日本のユーザーからの書き込

みは、東日本リージョンに書き込むなどのように指定した設計が可能になります。 

2.3.3 フェールオーバー 

手動フェールオーバー操作では、現在の 「書き込み」 リージョンと「読み取り」 リージョンを入れ替えることが可能です。 

 

Azure Cosmos DB ではテナントによる手動フェールオーバー操作でデータ損失のないことが保証されています。 

また、自動フェールオーバーを有効化することで、Azure Cosmos DB が動作しているリージョンで障害が発生したときに、フ

ェールオーバーを実行させることが可能です。このシーケンスを制御するために、データベース アカウントに関連付けられた複数の

リージョンに対して優先順位を設定することができます。 

現在の書き込みリージョン 

読み取りリージョン 
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アプリケーション側の接続情報としては、Azure ポータルの [キー] ブレードの [読み取り/書き込みキー] または、[読み取り専

用キー] タブで提供される接続情報を使用します。 

 

[読み取り/書き込みキー] タブの接続情報には、データベース アカウントのすべての管理リソースへのアクセスを提供するマス

ターキーが含まれています。[読み取り専用キー] タブには、アカウントの読み取り操作のみが許可されるキーが含まれています。 

データベースが、いずれのリージョンにあっても、接続情報は変わらないため、フェールオーバー操作が行われた時、アプリを再デプ

ロイする必要はありません。 

  

フェールオーバーの優先順位 
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2.3.4 分散データベースの整合性レベル 

ジム グレイ博士が 1970 年代後半に信頼性のあるトランザクション システムの持つべき性質として、「ACID」 という概念を

定義しています。これは、原子性 (Atomicity)、一貫性 (Consistency)、分離性 (Isolation)、および永続性 (Durability)

の 4 つの性質を表す英語の頭字語をから作られた合成語です。 

Azure Cosmos DB で、トランザクション処理が可能になるのは、サーバー側で実行されるストアド プロシージャ、トリガーを使

用している場合になります。 

ストアド プロシージャ、トリガーは、常に Azure Cosmos DB コンテナーのプライマリ レプリカ上で実行され、データベースと同じ

メモリ空間でホストされます。ストアド プロシージャ、トリガー内で発生した要求は、データベース セッションと同じスコープで実行

されます。この機能により、Azure Cosmos DB では、単一のストアド プロシージャ、および、トリガーに属するすべての操作の 

ACID が保証されます。リレーショナル データベースのトランザクション分離レベルでは、スナップショット分離に相当します。 

また、リレーショナル データベースの分散構成で指定できる整合性レベルは、「同期」 または 「非同期」 といった選択肢になり

ます。Azure Cosmos DB では、整合性レベルを以下の 5 種類から選択することができますが、リレーショナル データベースの 

ACID 属性をサポートするトランザクション分離レベルに相当する整合性レベルは、「強固 (Storong)」 になります。「有界整

合性制約 (Bounded Staleness)」 以下の整合性レベルは、分散データベースの 「非同期」 モードの制御となります。 

· 強固 (Storong) 

· 有界整合性制約 (Bounded Staleness) 

· セッション (Session) 

· 一貫性のあるプレフィックス (Consistent Prefix) 

· 最終的 (Eventual) 

Azure Cosmos DB では、整合性とレイテンシのトレードオフを検討し要求に合う整合性レベルを選択して運用することができ

ます。Azure Cosmos DB の分散データベースの整合性レベルは、データベース アカウントに設定される整合性レベルに従いま

す。 

 

以降では、各整合性レベルについて説明します。 

2.3.5 強固 

「強固」 整合性は、リージョン内で使用することができ 「線形化可能性 (Linearizability)」 が保証されます。「線形化可能

性」 は、「原子一貫性」という用語と同義で、単一オブジェクトに対する単一操作は線形化 (モノトニックな読み取り保証) 

されることを意味します。このため、アイテムの読み取りでは、常に最新バージョンが返ることが保証されます。書き込みは、プライ

マリとセカンダリのクォーラムとの両方によって 「同期的、かつ永続的にコミットされる」、または 「中止される」、のどちらかとなり
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ます。 

なお、この整合性レベルを選択した場合、データをグローバルにレプリケートすることが許可されないことに注意してください。 

2.3.6 有界整合性制約 

「有界整合性制約」 整合性は、アイテムの許容されるバージョンの数、つまり書き込みに対する読み取りの遅れ (最大ラグ) K 

と、そのラグが許容される時間 t の 2 つのパラメーターで設定します。 

 

リージョン内では、設定した時間の内外両方で、モノトニックな読み取り保証が実現されます。Azure Table API を選択して

作成されたデータベースは、既定で、「有界整合性制約」 整合性に設定されます。 

グローバルなレプリケーションを許可するには、整合性レベルを 「有界整合性制約」で最大ラグが 100,000 回の操作 および 

5 分 以上、「セッション」、「一貫性のあるプレフィックス」、「最終的」 のいずれかの整合性レベルに変更してください。 

2.3.7 セッション 

「強固」 や 「有界整合性制約」 整合性レベルで得られるグローバルな一貫性モデルとは異なり、「セッション」 整合性はクラ

イアント セッションを対象とします。この整合性レベルでは、ユーザー セッション内の更新は、即座に反映され古いデータが参

照されることはありません。この整合性レベルは、デバイス、またはユーザーのセッションが関係するすべてのシナリオに最適です。 

Azure Table API 以外を選択して作成されたデータベースは、既定で、「セッション」 整合性に設定されます。 

2.3.8 一貫性のあるプレフィックス 

この整合性レベルでは、書き込みの行われた順序で、読み取り可能であることが保証されます。これは、ソーシャル メディアで

のデータの交換やアプリやデバイスのパフォーマンス データの収集、不正アクセスの検知などのシナリオで有効です。 

  

t 

k 
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2.3.9 最終的 

この整合性レベルは、最も弱い整合性を保証します。このレベルでは、読み込まれたデータは、書き込みの順序であることが保

証されません。これは、過去に参照した値よりも古い値を取得する可能性があることを意味します。トレードオフとして、読み取

りと書き込みのレイテンシは最短となります。また、読み取り操作のコストは、全ての整合性レベルで最低となります。 
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3. Azure ポータルからのデータベースの作成と操作 

ここまでの章では Azure Cosmos DB のコンセプトを中心に説明しました。この章からは、Azure ポータルを使用して、実際に 

Azure Cosmos DB のデータベースをデプロイし、シンプルな JSON 形式のドキュメントを格納して、SQL で検索する手順を

試してみましょう。この章の後編では、データベースに作成できるトリガーの使用方法とデータベースを複数のリージョンに分散する

方法を確認します。 

3.1 自習環境の準備 

3.1.1 Microsoft Azure 無料評価版のサインアップ手順 

この手順はオプションです。Microsoft Azure サブスクリプションをお持ちでない場合、次の手順を実行し、Microsoft Azure 

の 1 ヶ月間の無料評価版のサブスクリプションを取得してください。なお、この手順を完了するには、下記が必要となりますの

で予めご用意ください。  

· 確認コードを音声または、ショートメッセージ (SMS) で受け取るための電話番号 

· 身元確認のためのクレジットカード 

1. Web ブラウザーを起動し、https://azure.microsoft.com/ja-jp/free/ にアクセスします。 

2. [Azure の無料アカウントを今すぐ作成しましょう] が表示されるので、[無料で始める] をクリックします。 
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3. [サインイン] が表示されます。Microsoft アカウントのメール アドレスを入力し、[次へ] ボタンをクリックします。 

 

4. パスワードを入力して、[サインイン] をクリックします。 

 

5. 「サインインの状態を維持しますか?」 が表示されたら、[はい] をクリックします。 
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6. 使用している Microsoft アカウントに Azure サブスクリプションが紐付いていない場合、[Azure の無料アカウントのサ

インアップ] が表示されるので、サインアップに必要な以下の情報を設定します。 

· 電話による本人確認 

· カードによる本人確認 

· アグリーメント 

 

本人確認が完了したら、[アグリーメント] で [サインアップ] をクリックします。 

ワン ポイント 

Microsoft Azure の 1 か月間の無料評価版では、2018 年 5 月時点で 22,500 円相当の無料評価利用分が利用可能で

す。なお、無料評価版の利用は 1 回までとなっており、過去すでに利用された方は無料評価版にサインアップいただけませんので、

ご注意ください。なお、無料評価版の使用制限に達した場合の動作については、以下の情報も参考にしてください。 

⚫ [お知らせ] 無料評価版の使用制限に達した場合の動作について 

http://blogs.msdn.com/b/dsazurejp/archive/2012/12/28/windows-azure-90-days-free-offering.aspx 

引き続き、ご使用される場合は、有償のサブスクリプションに切り替えていただきますようお願いいたします。また、既に MSDN 

Subscription をお持ちの方やスタートアップ企業の方、大学などの教育機関でご利用の方は、以下より詳細をご確認ください。 

⚫ MSDN サブスクライバー向けの Azure の特典 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/member-offers/msdn-benefits-details/ 

⚫ スタートアップのための Azure 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/overview/startups/ 

⚫ 教育機関でのご利用 

https://www.microsoftazurepass.com/azureu 

  

http://blogs.msdn.com/b/dsazurejp/archive/2012/12/28/windows-azure-90-days-free-offering.aspx
https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/member-offers/msdn-benefits-details/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/overview/startups/
https://www.microsoftazurepass.com/azureu
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3.1.2 Node.js のインストール手順 

Azure Cosmos DB では、様々なプログラミング言語を使用して、アプリを作成できますが、この自習書では Node.js を使

用して、Azure Cosmos DB に接続する簡単なコマンドライン アプリを作成し、ドキュメントの作成や検索を行う手順を確認

します。Node.js は、スケーラブルなネットワーク アプリケーションを作成するために設計された非同期型のイベント駆動の 

JavaScript のランタイム環境です。 

Azure Cosmos DB では、サーバー側にストアド プロシージャ、トリガー、ユーザー定義関数関数 (UDF) を作成することができ

ますが、これらのコードは、JavaScript で記述します。 

クライアント アプリケーションを JavaScript で記述することで、サーバー側のデータベース オブジェクトと同じ、プログラミング言語

で記述することができ、型システム間のインピーダンス ミスマッチも回避することができます。Windows 環境で実行できる 

Node.js は、https://nodejs.org/ja で、無償で配布されています。ここでは、LTS (Long Term Support) 版をダウンロードし

てインストールします。 

1. Web ブラウザーから https://nodejs.org/ja にアクセスして、LTS (Long Term Support) 版をクリックします。 

 

ワン ポイント 

Windows 版以外の Node.js を入手したい場合は、このサイトの上部にある [ダウンロード] をクリックして、表示されるページから

ダウンロードしてください。 

2. Web ブラウザの下部に以下のメッセージが表示されたら、[実行] をクリックします。 

 

  

https://nodejs.org/ja/
https://nodejs.org/ja/
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3. セットアップの初期画面が表示されたら、[Next] をクリックします。 

 

4. 「End-User License Agreement」 が表示されたら、使用許諾を参照し、[I accept the terms in  the License 

Agreement] を選択して、[Next] をクリックします。 

 

5. [Destination Folder] ページでインストール先のフォルダーを確認して、[Next] をクリックします。 
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6. [Custom Setup] ページで、インストールされるモジュールを確認して、[Next] をクリックします。 

 

7. [Ready to install Node.js] ページで、[Install] をクリックして、インストールを開始します。 

 

8. [ユーザー アカウントの制御] が表示されたら、[はい] をクリックします。 
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9. [Completed the Node.js Setup Wizard] が表示されたら、[Finish] をクリックします。 

 

10. Windows ボタンをクリックして表示されるメニューから [W] を展開して、[Windws システム ツール] の下にある [コマン

ド プロンプト] クリックして、コマンド プロンプトを起動します。 

 

11. インストールされた Node.js のバージョンを確認するめ、以下のコマンドを入力して、Enter キーを押します。 

node -v 

 

ワン ポイント 

インストールした Node.js のバージョン番号が返されることを確認します。 
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12. Node.js をインタラクティブ モードで使用するため、以下のコマンドを入力して、Enter キーを押します。 

node 

 

ワン ポイント 

「>」 と表示されるプロンプトの状態になります。 

13. ここで、以下のコードを入力して、Enter キーを押します。 

console.log("Hello World!") 

 

ワン ポイント 

「Hello World!」 と表示されれば OK です。console.log() は、引数で与えられた値をコンソールに返す JavaScript の関数です。

このように Node.js のランタイム環境をインストールするとすぐに、JavaScript で書かれたコードを実行できるようになります。 

14. ランタイム環境を終了するには、以下のコードを入力して、Enter キーを押します。 

.exit 

 

15. コマンド プロンプトを終了します。 
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3.1.3 Visual Studio Code のインストール手順 

前の手順で、Node.js の実行環境をインストールしました。アプリケーション コードをインタラクティブ モードで実行する方法も

確認しましたが、自習書の作業手順に従いクライアント アプリケーションを作成するには、使用している PC 環境に Visual 

Studio Code がインストールされていると便利です。 

Visual Studio Code をインストールしていない場合、この手順を実行することで、Visual Studio Code を使用して、クライア

ン ト  ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 作 成 す る こ と が で き ま す 。 Windows 環 境 で 実 行 で き る  Visual Studio Code は 、

https://code.visualstudio.com で、無償で配布されています。 

1. Web ブラウザーから https://code.visualstudio.com にアクセスして、[Download for Windows Stable Build] をク

リックします。 

 

ワン ポイント 

Windows 版以外の Visual Studio Code を入手したい場合は、[Download for Windows] の下部にある [Other platfrms 

and Insider dition] の [Other platfrms] の箇所をクリックして、表示されるページからダウンロードしてください。 

2. Web ブラウザーの下部に以下のメッセージが表示されたら、[実行] をクリックします。 

 

  

https://code.visualstudio.com/


Azure ポータルからのデータベースの作成と操作 

- 31 - 

3. [ユーザー アカウントの制御] が表示されたら、[はい] をクリックします。 

 

4. セットアップ ウィザードの初期画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。 

 

5. [使用許諾契約書の同意] ページが表示されたら、使用許諾契約書を確認した後、[同意する] オプションを選択して、

[次へ] をクリックします。 
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6. [インストール先の指定] ページでインストール先のフォルダーを確認して、既定の設定のままで、[次へ] をクリックします。 

 

7. [プログラム グループの指定] ページで、既定の設定のままで、[次へ] をクリックします。 

 

8. [追加タスクの選択] ページで、既定の設定に加えて、必要に応じて、構成したいタスク選択して、[次へ] をクリックします。 
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9. [インストール準備完了] が表示されたら、[インストール] をクリックします。 

 

10. インストールが完了したら、[Visual Studio Code] を選択して [完了] をクリックします。 

 

11. Visual Studio Code が起動します。 

12. Visual Studio Code を日本語 UI で使用する場合、次のメッセージの [インストール] をクリックします。 

 

13. Visual Studio Code の [ファイル] メニューから [終了] を選択して、Visual Studio Code を終了します。 
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3.2 Azure ポータルからのデータベースの作成と検索 

ここでは、ドキュメントデータベースの操作に慣れていただくため、Azure ポータルから以下の操作を行います。 

· Azure Cosmos DB データベース アカウントの作成 

· データベースとコレクションの作成 

· ドキュメントの作成と検索 

3.2.1 Azure ポータルからの Azure Cosmos DB データベース アカウントの作成 

1. Azure 管理ポータルのハブ メニューから [リソースの作成] ⇒ [Databases] ⇒ [Azure Cosmos DB] をクリックします。 

 

  

0 
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2. 新規アカウントを作成するためのブレードが開くので、下表のパラメーター値を設定して [作成] ボタンをクリックします。 

設定項目 設定値 

ID Azure データ センター内で一意となる任意の値 (小文字・数値・ハイフン '-' のみを使用) 

API SQL 

サブスクリプション お持ちのサブスクリプション名 

リソースグループ [新規作成] を選択して、自習書専用のリソースグループを作成してください 

場所 選択可能な任意の日本国内のリージョン 

Geo 冗長の有効化 選択しません 

Enable Multi Master 選択しません 

仮想ネットワーク 無効 

 

ワン ポイント 

本自習書では、Azure Cosmos DB の ID として、「documentdb-sql-01」 を使用していますが、ID は Azure データ セン

ター内で一意となる任意の値である必要があるため、既にこの名前が使用されている場合は、異なる名前を使用していただく必要が

あることに注意してください。 

3. Azure ポータルからの通知で、「展開が成功しました」 が表示されたら、[リソースに移動] をクリックします。 

 



Azure ポータルからのデータベースの作成と操作 

- 36 - 

4. 作成した Azure Cosmos DB アカウントの [概要] ブレードで、[データ エクスプローラー] をクリックします。 

 

3.2.2 Azure ポータルからのデータベースとコレクションの作成 

1. データ エクスプローラーが表示されたら、新しいドキュメント データベースを作成するために、[New Database] をクリックし

ます。 
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2. [Add database] が表示されるので、Database id に 「Adventureworks」 と入力して、[OK] ボタンをクリックします。 

 

3. Adventureworks という名前で、データベースが作成されたことを確認して、[New Collection] をクリックします。 

 

5. [Add Collection] が表示されるので、下表のパラメーター値を設定して [OK] ボタンをクリックします。 

設定項目 設定値 

Database id [Use existing] をクリックして、「Adventureworks」 を選択する 

Collection Id 「Customers」 と入力する 

Storage capacity [Fixed (10 GB) ] を選択する 

Throughput 400 
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Azure ポータルからのデータベースの作成と操作 

- 39 - 

3.2.3 データ エクスプローラーからのドキュメントの追加 

ドキュメントは、ユーザー定義の (ユーザーが自由に定義できる) JSON コンテンツです。ここでは、Azure ポータルのデータ エクス

プローラーを使用して、作成したコレクションにドキュメントを追加する方法を確認します。 

1. データ エクスプローラーのツリーで Customers コレクション ノードを展開表示して、[Documents] ノードをクリックした後、

[New Document] をクリックします。 

 

2. エディターに 「{"id": "replace_with_new_document_id"}」 と書かれたドキュメントが表示されるので、以下の JSON ド

キュメントに置き換えて [Save] ボタンをクリックします。 

{ 

  "id":"1", 

  "first_name":"Jon", 

  "last_name":"Yang", 

  "birth_date":"1971-10-06", 

  "gender":"M", 

  "address":"3761 N. 14th St", 

  "city":"Rockhampton", 

  "state_province":"Queensland", 

  "country":"AU", 

  "zip":"4700", 

  "Phone":"1 (11) 500 555-0162" 

} 
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3. ドキュメントがコレクションに保存されると、エディターの左側の id リストに 「1」 が表示されるので、「1」 をダブルクリック

して、格納されたドキュメントを確認します。  

 

ワン ポイント 

Azure Cosmos DB は、ドキュメントが格納されると、そのドキュメントに 「_rid」「_self」「_etag」「_attachments」「_ts」 の 5 種類

のキー/値が自動生成され、ドキュメントに付加されます。これらの用途は、下表のとおりです。 

キー名 説明 

_rid リソースに対してシステムが生成する一意かつ階層型の識別子 

_self リソースに対するアドレス指定可能な一意の URI 

_etag オプティミスティック同時実行制御に必要なリソースの ETag 

_attachments 添付ファイルのノード 

_ts リソースの最終更新時のタイムスタンプ (1970 年 1 月 1 日からの経過秒数を表す数値) 
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4. 手順 4 と手順 5 を繰り返して、以下の 4 つのドキュメントを追加します。 

{ 

   "id":"2", 

   "first_name":"Rob", 

   "last_name":"Verhoff", 

   "birth_date":"1975-07-04", 

   "gender":"F", 

   "address":"624 Peabody Road", 

   "city":"Bendigo", 

   "state_province":"Victoria", 

   "country":"AU", 

   "zip":"3550", 

   "phone":"1 (11) 500 555-0164" 

} 

 

{ 

   "id":"3", 

   "first_name":"Jordan", 

   "last_name":"King", 

   "birth_date":"1984-03-19", 

   "gender":"M", 

   "address":"7156 Rose Dr.", 

   "city":"Metchosin", 

   "state_province":"British Columbia", 

   "country":"CA", 

   "zip":"V9", 

   "phone":"550-555-0163" 

} 

 

{ 

   "id":"4", 

   "first_name":"Ethan", 

   "last_name":"Zhang", 

   "birth_date":"1984-04-10", 

   "gender":"M", 

   "address":"1769 Nicholas Drive", 

   "city":"Bellingham", 

   "state_province":"Washington", 

   "country":"US", 

   "zip":"98225", 

   "phone":"589-555-0185" 

} 
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{ 

   "id":"5", 

   "first_name":"Ruben", 

   "last_name":"Gomez", 

   "birth_date":"1973-03-16", 

   "gender":"M", 

   "address":"2033 Woodbury Place", 

   "city":"Concord", 

   "state_province":"California", 

   "country":"US", 

   "zip":"94519", 

   "phone":"930-555-0177" 

} 

5. ドキュメントの格納が完了すると データ エクスプローラーの id リストに 「1」 から 「5」 まで表示されます。 

 

ワン ポイント 

本自習書では、JSON ドキュメントをエディターから保存する方法を紹介していますが、データ エクスプローラーの [Upload] ボタンを

使用すると、ファイルとして保存されている JSON ドキュメントをまとめて選択して、コレクションに格納することができます。  
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3.2.4 データ エクスプローラーからのドキュメントの検索 

ここでは、Azure ポータルのデータ エクスプローラーを使用して、コレクションに追加したドキュメントを検索する方法を確認します。

Azure Cosmos DB の SQL API を選択してデータベースを作成すると、「Azure Cosmos DB SQL クエリ言語」 と呼ばれる 

SQL を使用することができます。この SQL を使用すると、JSON ドキュメントに対して、以下の構文を持つ SELECT 文を実

行することが可能です。 

SELECT <select_list>  

[FROM <from_specification>]  

[WHERE <filter_condition>] 

[ORDER BY <sort_specification] 

3.2.5 フィルターを使用したドキュメントの検索 

最初にフィルターの使用方法を確認します。フィルターでは、SELECT 構文の WHERE 句と ORDER BY 句に対する記述が

可能です。 

1. データ エクスプローラーの [Edit Filter] ボタンをクリックします。 

  

ワン ポイント 

「SELECT * FROM c」 を実行すると、システムにより自動生成されたプロパティ (「_rid」「_self」「_etag」「_attachments」「_ts」) も

結果に返されるため、業務システムなどで、これらの値が必要ない場合は、「*」 を記述する代わりに取得するプロパティを明記して、

必要な値のみを取得するようにしてください。 

このクエリは、現在のコレクションに対して、実行されますので、「SELECT * FROM」 の後に書かれている 「c」 は、現在のコレクション

を意味していますが、実際は FROM 句の後には、予約語以外でしたら何を書いても問題ありません。 
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2. フィルターを入力するテキスト ボックスに 「ORDER BY c.birth_date」 と入力して、[Apply Filter] ボタンをクリックしま

す。 

 

3. データ エクスプローラーの id リストが生年月日の昇順で並び替えられて表示されることを確認して、再度、[Edit Filter] 

ボタンをクリックします。 

 

  

0 

0 
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4. フィルターを入力するテキスト ボックスに 「WHERE c.country = "US" ORDER BY c.birth_date」 と入力して、[Apply 

Filter] ボタンをクリックします。 

 

5. データ エクスプローラーの id リストが US の顧客のみが表示され、生年月日の昇順で並び替えられていることを確認し

ます。 

 

  

0 

1

月 
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3.2.6 SQL クエリ エディターを使用したドキュメントの検索 

ここでは、クエリ エディターを使用して、SELECT 文を記述します。 

1. データ エクスプローラーの [New SQL Query] をクリックします。 

 

2. 表示されるエディターで次のクエリを入力して、[Execute Query] をクリックします。 

SELECT c.id, c.first_name, c.last_name, c.birth_date FROM c ORDER BY c.birth_date 
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ワン ポイント 

Azure Cosmos DB で は 、 Azure ポ ー タ ル 以 外 に も 、 デ ー タ  エ ク ス プ ロ ー ラ ー の み を 使 用 で き る サ イ ト と し て 、

https://cosmos.azure.com/ が提供されています。 

Web ブラウザーを使用して、このサイトにアクセスし [Connect to your account with connection string] に接続する Azure 

Cosmos DB アカウントの接続情報を設定して、[Connect] をクリックすることで、サブスクリプションが設定された Azure アカウン

トを使用せずに、利用することができます。 
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3.3 アプリケーション コードによるドキュメントの追加 

ここでは、Node.js のアプリケーション コードを使用して、コレクションにドキュメントを追加する方法を確認します。 

DocumentClient クラスをインスタンス化して Azure Cosmos DB に接続します。このクラスは、Azure Cosmos DB サービ

スのクライアント側の論理表現を提供します。DocumentClient クラスに用意されているメソッドを使用して、データベースの作

成、コレクションの作成、ドキュメントの作成、読み取り、更新、削除、および、SQL の SELECT ステートメントを指定した検

索といった要求を構成し、実行することができます。ここでは、DocumentClient クラスの以下のメソッドを使用して、対象のコ

レクションに、ドキュメントを読み込み、該当するドキュメントが存在しない場合、ドキュメントを作成するコードを記述します。 

メソッド名 説明 

readDocument() 対象のコレクションのドキュメントを読み込みます。 

createDocument() 対象のコレクションにドキュメントを作成します。 

ドキュメント データベースのすべてのリソースは URI でアドレス指定することができます。リソースの相対 URI は、各リソースの 

_self プロパティの値で表されます。以下の図の右側に記述したパスが、各リソースを識別する URI になります。アプリケーショ

ン コードからドキュメントにアクセスするときなどにも URI を指定する必要があるため、この階層構造を理解しておきましょう。 

  

1. Windows エクスプローラーで、自習用のディスク ドライブに、「Labs」 という名前のフォルダーを作成し、さらにその下に 

「DocumentDB-App」 という名前でフォルダーを作成します。 

 

 



Azure ポータルからのデータベースの作成と操作 

- 49 - 

2. [Windows] ボタンをクリックして、表示されるメニューで [V] ⇒ [Visual Studio Code] ⇒ [Visual Studio Code] を選

択して、Visual Studio Code を起動します。 

 

3. Visual Studio Code の [ようこそ] タブの [フォルダーを開く] をクリックして、「DocumentDB-App」 フォルダーを開きま

す。 

 

4. Visual Studio Code の [表示] メニューから [統合ターミナル] を選択して、統合ターミナルを開きます。 
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5. npm で documentdb モジュールをインストールするため、[統合ターミナル] の [ターミナル] タブで、以下のコマンドを入

力して Enter キーを押します。 

npm init 

 

ワン ポイント 

npm は Node Package Manager のことで、Node.js で使用するパッケージを管理するためのツールです。「npm init」 を実行す

ると、対話形式で、プロジェクトの初期設定を行うことができます。このコマンドで、package.json が作成されます。package.json は

プロジェクトで使用しているパッケージを管理するためのファイルです。 

6. 下表の内容で npm init を設定します。既定値は、Enter キーを押して進めてください。最後に、「Is this ok?」 と表示

されたら、Enter キーを押して終了します。 

項目 設定値 

package name documentdb-app (既定値) 

version 1.0.0 (既定値) 

description documentdb 

entry point app.js 

test command (既定値) 

git repository (既定値) 

keyword (既定値) 

author (既定値) 

license ISC (既定値) 
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7. npm で documentdb モジュールをインストールするため、[ターミナル] タブで、以下のコマンドを入力して Enter キーを

押します。 

npm install documentdb --save 

 

ワン ポイント 

Node.js で使用するパッケージは、「npm install <パッケージ名>」 を実行することで、現在のフォルダーにインストールすることができ

ます。このコマンドに 「--save」 オプションを指定すると package.json ファイルの dependencies に記録されます。 

8. Visual Studio Code のエクスプローラーで 「DOCUMENTDB-APP」 をクリックして、[新しいファイル] を選択します。 
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9. 新しいファイルが作成されるので、ファイル名として 「app-1.js」 と入力します。 

 

10. この操作により、Visual Studio Code のエディターで [app-1.js] が開きます。 

 

11. 再度、エクスプローラーから 「DOCUMENTDB-APP」 をクリックして、[新しいファイル] を選択します。 

 

12. 新しいファイルが作成されるので 「config.js」 と入力します。 

 

1 月 

1 月 
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13. この操作により、Visual Studio Code のエディターで [config.js] が開きます。 

 

14. Visual Studio Code のエディターで [config.js] タブに、config という名前の空のオブジェクトを作成し、接続情報とし

て使用する endpoint、primaryKey、database、collection の 4 個のプロパティを定義します。 

var config = {} 

 

// 接続情報、データベース名、コレクション名 

config.endpoint = "<Azure Cosmos DB の URI>"; 

config.primaryKey = "<プライマリ キー>"; 

config.database = {"id": "Adventureworks"}; 

config.collection = {"id": "Customers"}; 
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15. Azure ポータルに戻り、ドキュメントを追加する Azure Cosmos DB の [Keys (キー)] ブレードの [Read-write Keys] タ

ブを選択して、[URI] と [PRIMARY KEY (プライマリ キー)] を取得します。 

 

16. Azure ポータルから URI をコピーし、config.js ファイルの < Azure Cosmos DB の URI> に貼り付けます。 

17. 次に、Azure ポータルからプライマリ キーをコピーし、<プライマリ キー> に貼り付けます。 

 

18. Visual Studio Code のエディターで [config.js] タブに、endpoint、primaryKey、database、collection の 4 個の

プロパティを定義します。 

19. 次に、コレクションに追加する JSON ドキュメントを documents プロパティに設定します。 

// ドキュメント 

config.documents = { 

        "id": "6", 

        "first_name": "April", 

        "last_name": "Anand", 

        "birth_date": "1948-07-01", 

        "gender": "F", 

        "address": "3531 Brookview Drive", 

        "city": "Chula Vista", 

        "state_province": "California", 

        "country": "US", 

        "zip": "91910", 

        "phone": "702-555-0144" 

1 月 

1 月 
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    }; 

20. config オブジェクトを app.js ファイルから参照できるようにするため、以下のコードを記述して config オブジェクトをエク

スポートします。 

// config オブジェクトをエクスポート 

module.exports = config; 

 

21. Ctrl + S を Enter して編集したファイルを保存します。 

22. Visual Studio Code のエディターで [app-1.js] タブを選択します。 

23. documentdb モジュールと config モジュールをインポートするために、以下のコードを記述します。 

"use strict"; 

 

// モジュールのインポート 

var documentClient = require("documentdb").DocumentClient; 

var config = require("./config"); 

 

24. config に記述したエンドポイント URI とプライマリ キーを引数に渡して新しい DocumentClient をインスタンス化する

ために以下のコードを記述します。 

// Azure Cosmos DB クライアントの作成 

var client = new documentClient(config.endpoint, { "masterKey": config.primaryKey }); 
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25. データベースの URL、コレクションの URL、および、NOTFOUND の HTTP ステータスを設定します。Azure Cosmos DB 

クライアントはこれらの URL を通じて対象のデータベースとコレクションを識別します。 

// データベースの URL、コレクションの URL、NOTFOUND の HTTP ステータスを設定 

var databaseUrl = `dbs/${config.database.id}`; 

var collectionUrl = `${databaseUrl}/colls/${config.collection.id}`; 

var HttpStatusCodes = { NOTFOUND: 404 }; 

 

ワン ポイント 

テンプレート リテラルが含まれる文字列は、シングルクォートではなく、バッククオートで囲みます。テンプレート リテラルは、ECMAScript 

6 で新しく使えるようになった構文のひとつで、「${  }」 の中には、変数や計算式を記述することができます。 

26. config オブジェクトに記述した JSON データをコレクションに追加するコードを記述します。 

// 対象のドキュメントが存在しない場合、コレクションにドキュメントを作成する 

function getCustomerDocument(document) { 

    let documentUrl = `${collectionUrl}/docs/${document.id}`; 

    console.log(`Getting document:\n${document.id}\n`); 

 

    return new Promise((resolve, reject) => { 

        client.readDocument(documentUrl, (err, result) => { 

            if (err) { 

                if (err.code == HttpStatusCodes.NOTFOUND) { 

                    client.createDocument(collectionUrl, document, (err, created) => { 

                        if (err) reject(err) 

                        else resolve(created); 

                    }); 

                } else { 

                    reject(err); 

                } 

            } else { 

                resolve(result); 

            } 

        }); 

    }); 

}; 

 

ワン ポイント 

最初に対象のドキュメントが存在しないことを確認するために、readDocument() メソッドで、コレクションからドキュメントを読んでい

ます。対象のドキュメントが存在しない場合、「HttpStatusCodes.NOTFOUND」 になりますので、その場合、cretateDocument() 

メソッドで、コレクションにドキュメントを作成します。Promise クラスは、エラー発生時の統一的な解決方法を提供し、非同期処理を

簡単に表現することを支援します。 
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27. 終了メッセージを出力するヘルパー関数 exit() を追加するために、以下のコードを記述します。 

function exit(message) { 

    console.log(message); 

    console.log('Press any key to exit'); 

    process.stdin.setRawMode(true); 

    process.stdin.resume(); 

    process.stdin.on('data', process.exit.bind(process, 0)); 

} 

28. 最後に、config オブジェクトに記述した JSON データを引数に指定して、getCustomerDocument を呼び出します。

処理が終わると、ヘルパー関数 exit() を呼び出して、メッセージを出力します。 

getCustomerDocument(config.documents) 

.then(() => { exit(`Completed successfully`); }) 

.catch((error) => { exit(`Completed with error ${JSON.stringify(error)}`) }); 
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29. Ctrl + S を Enter して編集したファイルを保存します。 

30. 作成したコードを実行するため、[統合ターミナル] の [ターミナル] タブで、以下のコマンドを入力して Enter キーを押しま

す。 

node app-1.js 

31. 6 人目の顧客情報の登録に成功すると、以下のように表示されますので、ここで任意のキーを押して、処理を終了します。 

 

32. Azure ポータルからデータ エクスプローラーを開き、id が 「6」 のドキュメントがコレクションに追加されていることを確認しま

す。 
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3.4 スケール設定とスループット 

Azure Virtual Machines のプロビジョニングでは、利用者が、アプリケーションのスループット要求を満たすために必要な CPU、

メモリ、および IOPS のサイズを選択する必要がありました。Azure Cosmos DB では、コンテナー レベルで、「要求ユニット 

(RU)」を設定することで、予測可能なパフォーマンスを得ることができます。 

1 つの要求ユニット (RU) は、システム プロパティを除く 10 個の一意のプロパティ値で構成される 1 KB のアイテムの読み

取りに必要な処理能力を表します。 

Azure Cosmos DB では、単純な読み取り、および、書き込み操作から、複雑なグラフのクエリまで、さまざまな操作を行うた

めの API が多数提供されています。各処理要求に必要なリソースは同等ではないため、要求を処理するのに必要な計算量

(コスト) に基づいて、RU の量が割り当てられます。1 つの操作に対する RU の値が決まっていて、Azure Cosmos DB への

操作で使用される RU 値は応答ヘッダーにより追跡できます。 

自習書の手順では、ストレージ容量を 「10 GB」 の固定サイズに設定し、スループットで 「400 RU/秒」 を設定しました。 

 

固定サイズのコンテナーの上限は、容量が 10 GB まで、スループットは、10,000 RU/秒 まで指定することができます。 

Azure Cosmos DB では、サービスを利用した量に応じて請求する方式ではなく、コンテナーの作成時に設定された RU/s 値

により、リソースに対する処理能力が予約され、その値に対して費用が発生する方式になります。 

要求された RU/s が消費されなくても、費用が発生することに注意してください。つまりコンテナーを作成した時点で、格納して

いるデータが空であっても、設定した RU/s 分の課金は開始されます。 

このため、格納するドキュメントに対して、どれくらいの RU/s が必要になるかを正確に見積もることが重要です。ドキュメントの

量と使用パターンに応じて、必要となる RU/s 値の計算は、RU 計算ツールを使用して確認することができます。 
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3.4.1 要求ユニット計算ツールの使用方法 

1. ここでは、前の作業ステップで使用した顧客データの JSON ドキュメントを 10,000 件格納して、1 秒間に以下の 読み

取りと書き込みがあると想定した場合、どれくらいの RU/秒 が必要かを計算してみましょう。 

· 50 回のドキュメント追加 

· 300 回の読み取り 

· 20 回の更新 

· 10 回の削除 

2. 最初にメモ帳に、以下の JSON ドキュメントを記述し、「Customer.json」 という名前で UTF-8 形式を指定して保存

します。 

{ 

  "id":"1", 

  "first_name":"Jon", 

  "last_name":"Yang", 

  "birth_date":"1971-10-06", 

  "gender":"M", 

  "address":"3761 N. 14th St", 

  "city":"Rockhampton", 

  "state_province":"Queensland", 

  "country":"AU", 

  "zip":"4700", 

  "Phone":"1 (11) 500 555-0162" 

} 

3. 次にメモ帳に、以下の JSON ドキュメントを記述し、「Customer_Updated.json」 という名前で UTF-8 形式を指定し

て保存します。 

{ 

  "id":"1", 

  "first_name":"Jon", 

  "last_name":"Yang", 

  "birth_date":"1971-10-06", 

  "gender":"M", 

   "address":"5844 Linden Land", 

   "city":"Hobart", 

   "state_province":"Tasmania", 

   "country":"AU", 

   "zip":"7001", 

   "phone":"1 (11) 500 555-0184" 

} 
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ワン ポイント 

典型的なデータを保持しているサンプル ドキュメントと、通常よく行われる更新内容が反映されたドキュメントを用意します。 

4. Web ブラウザーで https://www.documentdb.com/capacityplanner に接続します。 

 

5. サンプルの Customer.json ドキュメントをアップロードするために、[Upload Document] をクリックします。 

 

6. [開く] ダイアログボックスが表示されるので、「Customer.json」 を選択ます。 

7. 「Customer.json」 が登録されたことを確認します。 

https://www.documentdb.com/capacityplanner
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8. 処理要求に関する情報は下表に従い入力します。 

項目名 パラメーター値 

Number of documents 10000 

Create / second 50 

Read / second 300 

Update / second 20 

Delete / second 10 

9. サンプルの Customer_Updated.json ドキュメントをアップロードするために、[Sample Upload Document] をクリックし

ます。 

 

10. [開く] ダイアログボックスが表示されるので、「Customer_Updated.json」 を選択ます。 
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11. 必要な RU 値を計算するため、[Calculate] ボタンをクリックします。 

 

12. [Estimated Total] に必要な RU 値とストレージ サイズが表示されることを確認します。 

 

ワン ポイント 

データの整合性モデルを Strong または Bounded Staleness に設定すると、アイテムの読み取りに使用される要求単位が増加し

ます。要求ユニット計算ツールの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/request-units を参照

してください。  

 

  

 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/request-units
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3.4.2 コンテナーとパーティション 

Azure Cosmos DB は、「パーティション」 単位でデータを分割して保持します。物理パーティションは、固定容量の SSD を基

盤とする予約済みストレージと、可変容量のコンピューティング リソース (CPU およびメモリ) の組み合わせです。 

Azure Cosmos DB のコンテナーは論理リソースであり、1 つ以上の物理パーティション、またはサーバーにまたがることができま

す。コンテナーは、ストレージとスループットに関して、事実上制限がありません。 

パーティション数は、1 つのコンテナーまたは一連のコンテナーに対してプロビジョニングされた 「スループット (RU/秒)」 と 「スト

レージ サイズ」 に基づいて、Azure Cosmos DB が決定します。 

 

物理パーティションの管理は Azure Cosmos DB で完全に行われるため、複雑なコードを記述してパーティションを管理する

必要がありません。パーティション分割は、アプリケーションに対して完全に透過的に作用します。 

コンテナーをパーティション分割して格納するには、ストレージ容量 (Storage Capacity) で無制限 (Unlimited) を選択して、

表示されるパーティション キーを設定するテキストボックスに、パーティション分割で使用するキーのパスを入力する必要がありま

す。また、コンテナーを無制限として作成する場合は、スループットに指定できる RU 値は、1,000 RU/秒からになります。 

この設定により無制限のサイズのデータを格納できるようになります。 
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パーティション分割された無制限サイズのコレクションの具体的な設定手順について、「3.2.2 Azure ポータルからのデータベース

とコレクションの作成」 の作業ステップで、作成したコレクションのプロビジョニングを例に説明します。 

[Add Collection] ブレードの [ストレージ容量 (Storage Capacity)] で [無制限 (Unlimited)] を選択した場合、パーティシ

ョン キーを設定するテキストボックスが表示されます。例えば、ここで JSON ドキュメントを国別にパーティションを分けて格納し

たいと考えた場合、行うべき設定は、[Partition Key] に 「/country」 と入力するだけです。 

 

パーティション キーは、データの論理上のパーティションとして機能し、複数の物理パーティションに対してデータを分散配置する際

の自然境界を Azure Cosmos DB に提供します。各アイテムは、パーティション キーと行キー (id) によって一意に識別される

ように構成されます。 
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各パーティションは、それぞれ 1 つのパーティション キー、「AU」、「CA」、「US」 の値を格納します。Azure Cosmos DB に

は、ハッシュベースのパーティション分割が使用されています。 

新しいアイテムが書き込まれると Azure Cosmos DB がパーティション キー値をハッシュし、そのハッシュした結果を基にアイテ

ムの格納先のパーティションを決定します。同じパーティション キーを備えた項目はすべて同じ物理パーティションに格納されま

す。 

 

 

設定するパーティション キーと行キーは、下表のように、API ごとのセマンティクスに応じて若干異なっています。 

 

API の種類 パーティション キー 行キー 

SQL ユーザーが指定したキーのパス Id 

MongoDB ユーザーが指定したシャード キー _id 

Gremlin ユーザーが指定したキーのプロパティ Id 

Azure Table PartitionKey RowKey 
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3.5 サーバー側プログラミング 

Azure Cosmos DB では、ストアド プロシージャ、トリガー、および、ユーザー定義関数 (UDF) は、JavaScript のコードで記述

します。ストアド プロシージャ、および、トリガーは、コレクションに対して、ドキュメントの追加、更新、削除、参照、または検索が

行えます。ストアド プロシージャ、および、トリガーを使用しないで、アプリケーションからドキュメントに対して行う変更は、ステート

メントごとの処理になりますが、ストアド プロシージャ、トリガーからの実行では、すべてが成功するか、またはすべてが成功しない

かのどちらかになり、データベース操作はアトミックであることが保証されます。 

3.5.1 ストアド プロシージャの作成 

ここでは、最初にサンプル コードを生成し、サンプル コードを修正して引数で指定された id 値のドキュメントを取得する簡単

なストアド プロシージャを作成します。 

1. Azure ポータルのデータ エクスプローラーのツリーで、[Customers] ノードを選択して [New Stored Procedure] をクリッ

クします。 

 

2. サンプル コードが表示されるので、[Stored Procedure Id] に 「getCustomer」 と入力して [Save] をクリックします。 
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ワン ポイント 

このサンプル コードは、ストアド プロシージャが作成されたコレクションのドキュメントを 「SELECT * FROM root r」 で検索し、取得さ

れた、最初のドキュメントを返すように動作します。getContext().getCollection() は、現在のコレクションの情報を取得します。

collection オブジェクトの queryDocuments() メソッドにより、SQL クエリを使用して、コレクション内のドキュメントの検索を行うこ

とができます。 

コールバック関数の第 1 引数には、操作が失敗した場合のエラー オブジェクト、第 2 引数には、取得したドキュメントのためのオブ

ジェクト、そして、第 2 引数には、オプション用に 3 つの引数があります。エラーが発生した場合、例外をスローします。正常に処理

された場合、ドキュメントのサイズを確認して、何もなければ 「no docs found」 を返し、ドキュメントがある場合は、最初の 1 件を

返すように記述されています。 

3. データ エクスプローラーの [Execute] をクリックして、ストアドプロシージャを実行します。 

 

4. [Input parameters] が表示されるので [Enter input parameters (if any)] に任意の文字を入力して、[Execute] を

クリックします。 
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5. [Result] タブに、id が 1 のドキュメントが表示されることを確認します。以降では、サンプルのストアド プロシージャの 

JavaScript コードを修正して、引数で指定された id 値のドキュメントが返されるようにします。 

 

6. JavaScript コードの 2 行目の 「function sample(prefix) {」 を 「function sample(id) {」 に変更します。 

7. 次に 8 行目の 「'SELECT * FROM root r',」 を 「'SELECT * FROM root r WHERE r.id = ' + id,」 に変更します。 

8. さらに、20 行目の 「var body = { prefix: prefix, feed: feed[0] };」 を 「var body = {feed: feed[0] };」 に変更し

ます。 

9. 修正後のストアド プロシージャの JavaScript コードは、以下のようになります。 

// SAMPLE STORED PROCEDURE 

function sample(id) { 

    var collection = getContext().getCollection(); 

 

    // Query documents and take 1st item. 

    var isAccepted = collection.queryDocuments( 

        collection.getSelfLink(), 

        'SELECT * FROM root r WHERE r.id = ' + id, 

    function (err, feed, options) { 

        if (err) throw err; 

 

        // Check the feed and if empty, set the body to 'no docs found', 

        // else take 1st element from feed 

        if (!feed || !feed.length) { 

            var response = getContext().getResponse(); 
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            response.setBody('no docs found'); 

        } 

        else { 

            var response = getContext().getResponse(); 

            var body = { feed: feed[0] }; 

            response.setBody(JSON.stringify(body)); 

        } 

    }); 

 

    if (!isAccepted) throw new Error('The query was not accepted by the server.'); 

} 

10. データ エクスプローラーの [Update] をクリックして、ストアド プロシージャを保存します。 

 

11. 修正したストアド プロシージャを確認するために、データ エクスプローラーの [Execute] をクリックして実行します。 
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12. [Input parameters] が表示されるので [Enter input parameters (if any)] に 「"2"」 を入力して、[Execute] をクリ

ックします。 

 

13. [Result] タブに、id が 2 のドキュメントが表示されることを確認します。 

 

ワン ポイント 

Azure Cosmos DB のストアド プロシージャとトリガーでは、リレーショナル データベースの BEGIN TRANSACTION と COMMIT 

TRANSACTION に相当するステートメントを暗黙的に実行します。 

このストアド プロシージャは、データを参照しているだけですが、ドキュメントの追加、削除、変更を行っている場合、例外が発生する

と、Azure Cosmos DB の JavaScript ランタイムにより、このストアド プロシージャが行ったトランザクション全体をロール バックさせ

ることができます。 
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3.5.2 ユーザー定義関数 (UDF) の作成 

UDF も JavaScript で実装します。UDF 内では、ドキュメントの追加、更新、削除は行えませんが、引数として受け取った

値に対し、処理を行い、結果を返すようなコードを記述することができます。ドキュメント データベースを作成する時、使用する 

API として SQL API を選択した場合、SQL クエリ言語で提供される関数として、下表の数学関数、型チェック関数、文字

列関数、配列関数、空間関数を利用できます。 

関数の種類 SQL クエリ言語でサポートされる関数 

数学関数 ABS、ACOS、ASIN、ATAN、ATN2、CEILING、COS、COT、DEGREES、EXP、FLOOR、LOG、LOG10、PI、

POWER、RADIANS、ROUND、SIN、SQRT、SQUARE、SIGN、TAN、TRUNC 

型チェック関数 IS_ARRAY、IS_BOOL、IS_DEFINED、IS_NULL、IS_NUMBER、IS_OBJECT、IS_PRIMITIVE、IS_STRING 

文字列関数 CONCAT、CONTAINS、ENDSWITH、INDEX_OF、LEFT、LENGTH、LOWER、LTRIM、REPLACE、REPLICATE、

REVERSE、RIGHT、RTRIM、STARTSWITH、SUBSTRING、UPPER 

配列関数 ARRAY_CONCAT、ARRAY_CONTAINS、ARRAY_LENGTH、ARRAY_SLICE 

空間関数 ST_DISTANCE、ST_WITHIN、ST_INTERSECTS、ST_ISVALIDDETAILED 

これらの関数で提供されない機能は、カスタム ロジックをユーザー定義関数 (UDF) に実装することで対応することができます。 

ここでは、顧客の生年月日から、年齢を算出する関数を作成します。 

1. Azure ポータルのデータ エクスプローラーのツリーで、[Customers] ノードを選択して [New UDF] をクリックします。 

 

2. [New UDF 1] タブの [User Defined function id] に 「getAge」 と入力して、[Save] をクリックします。 
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3. [User Defined function Body] に書かれている 「function userDefinedFunction(){}」 を  

「function getAge(birthDate){}」 に修正します。 

4. 年齢を計算するコードとして、以下を関数内に記述します。 

   var birthDate = new Date(birthDate); 

   var millisecondTime = Date.now() - birthDate.getTime(); 

   var ageDate = new Date(millisecondTime); 

   var age = Math.abs(ageDate.getUTCFullYear() - 1970); 

   return age; 

 

ワン ポイント 

JavaScript の Date.now() メソッドは、UTC (協定世界時) での 1970 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒 から現在までの経

過時間をミリ秒単位で返します。また、birthDate.getTime() は生年月日の時刻値と 1970 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒と

の差をミリ秒単位で返します。現在の時刻値から生年月日の時刻値を引いた値を getUTCFullYear() メソッドで年に変換して 

1970 を引くと年齢を計算することができます。 

5. データ エクスプローラーの [Update] をクリックして、UDF を保存します。 

 

6. データ エクスプローラーの [New SQL Query] をクリックします。 
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7. 表示されるエディターで次のクエリを入力して、[Execute Query] をクリックします。UDF により年齢が産出されていること

を確認します。 

SELECT c.id, c.first_name, c.last_name, udf.getAge(c.birth_date) AS age FROM c 

 

ワン ポイント 

ユーザー定義関数は、クエリ内からのみ呼び出すことができます。SELECT ステートメントで UDF を使用する場合、関数名に 

「udf.」 という修飾子を記述してください。 
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3.6 グローバル分散データベースの構成とフェールオーバー操作 

Azure Cosmos DB では、データベース アカウントに対して、リージョンの追加 (関連付け) とリージョンの削除 (関連付け解

除) を動的に行うことができます。データベース アカウントには、無制限の数のリージョンを関連付けることができます。プライマリ 

リージョンに対して、データの書き込みと読み取りが行えますが、セカンダリ リージョンに対しては、データの読み取りのみが可能

になります。 

以降の手順で、自習書の作業ステップで作成した Azure Cosmos DB のデータベースを Azure ポータルから、レプリケーショ

ンするように構成します。 

1. Azure ポータルから、Azure Cosmos DB の [Replicate data globally] ブレードを開きます。 

 

ワン ポイント 

現在、データベースが作成されているリージョンが明るい青色の背景色にチェックマークが表示されています。 
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2. データベースをレプリケーションするリージョンを 2 か所選択します。任意のリージョンを選択してください。その後、[Save] を

クリックするだけで、レプリケーションが開始します。 

 

ワン ポイント 

セカンダリ リージョンが濃い青色で表示され、これらのリージョンのデータベースは読み取り専用で、使用することができます。データ

ベース アカウントに複数のリージョンを構成する場合、一般的に 以下の 2 種類のシナリオがあります。 

⚫ グローバルな環境からアクセスするエンドユーザーに対する応答時間を一定にする 

⚫ リージョンのビジネス継続性とディザスター リカバリー (BCDR) の回復性を追加する 

エンドユーザーに対する応答時間を一定にするため、ユーザーがいる場所に対応するリージョンに、アプリケーションと Azure Cosmos 

DB の両方をデプロイすることをお勧めします。 
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3. データベースのレプリケーションが完了すると、[Manual Failover] と [Automatic Failover] が利用可能になりますので、

ここで [Manual Failover] をクリックします。 

 

4. [Manual Failover] ブレードで、任意の読み取りリージョンを選択して、[I understand and agree to trigger to failover 

on my current write Region] を選択して [OK] をクリックします。 
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5. 手動フェールオーバー完了後、再度、[Replicate data globally] ブレードを開くと、フェールオーバー先として、選択したセカ

ンダリ リージョンがプライマリに変更されていることが分かります。 

 

6. 次に、自動フェールオーバーを構成するため、[Automatic Failover] をクリックします。 
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7. [Enable Automatic Failover] をクリックして、[OK] をクリックします。 

 

ワン ポイント 

自動フェールオーバーは、既定で無効化されています。ディザスター リカバリー (BCDR) の対応をする場合、この機能を有効化してお

きます。 

8. 再度、[Replicate data globally] ブレードで、[Automatic Failover] をクリックします。 
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9. 自動フェールオーバーのフェールオーバー先は、設定された優先順位により決まります。この優先順位は、読み取りリージョン

のリストで、ドラッグ アンド ドロップ操作により変更することができます。 

 

10. [Keys] ブレードを開きます。 

 

ワン ポイント 

書き込みが必要なアプリは、[Read-write Keys] タブの接続情報を使用する必要があります。読み取りのみのアプリ

ケーションは、[Read-only Keys] タブの接続情報を使用することで、負荷分散が可能です。なお、複数の読み取り

リージョンを 構成している場合、DocumentClient コンストラクターの ConnectionPolicy パラメーターに ある 

Microsoft.Azure.Documents.ConnectionPolicy.PreferredLocations という名前のプロパティを構成することで、ク

ライアントが、接続する読み取りリージョンを制御することが可能です。詳細は、「SQL API を使用して Azure Cosmos 

DB グローバル分散をセットアップする方法」 を参照してください。 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/tutorial-global-distribution-sql-api
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/tutorial-global-distribution-sql-api
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11. [Default consistency] ブレードを開きます。 

 

ワン ポイント 

グローバル分散を設定した場合、「強固 (Strong)」 整合性レベルは、選択することができないことに注意してください。

グローバルなレプリケーションを設定している場合、整合性レベルを 「有界整合性制約 (Bounded Staleness)」 で最

大ラグが 100,000 回の操作 および 5 分 以上にする必要があります。 

12. 再度、[Replicate data globally] ブレードで [Manual Failover] をクリックします。 
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13. [Manual Failover] ブレードの読み取りリージョン リストで、日本のリージョンを選択して、[I understand and agree to 

trigger to failover on my current write Region] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

14. 手動フェールオーバー完了後、再度、[Replicate data globally] ブレードを開くと、フェールオーバー先として、選択したセカ

ンダリ リージョンがプライマリに変更されます。 
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15. グローバル分散を終了するため、[Read Regions] リストに表示されたリージョン名の右側にあるゴミ箱をクリックします。 

 

16. この操作で、[Read Regions] リストが空になることを確認して、その後、[Save] をクリックします。 
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4. 運用管理 

Azure PaaS サービスとして提供されている Azure Cosmos DB は、多くの機能が自動化されています。この章では最初に

Azure Cosmos DB で自動化されている運用タスクを説明し、後半では、管理者が行うべき作業には何があるのかを説明し

ます。 

4.1 自動化された管理タスク 

Azure PaaS サービスでは運用管理タスクの多くが自動化されるため、サービスの利用者は運用管理に対する作業を削減す

ることができます。Azure Cosmos DB は、以下の作業が自動化されています。 

· データベースの暗号化 

· データベースの自動バックアップ 

· 自動フェールオーバー 

· サーバーへの修正プログラムの適用 

以降では、上記の項目がどのように動作しているのかを説明します。 

4.1.1 データベースの暗号化 

Azure Cosmos DB は、JSON ドキュメントとインデックスをプライマリ データベースに格納します。プライマリ データベースは、内

部的に SSD に作成されます。また、添付ファイルとバックアップは、HDD ベースの Azure Blob ストレージに格納されます。 

Azure Cosmos DB では、データベース、添付ファイル、および、バックアップ ファイルをメディアに格納する際に、すべて自動で

暗号化されています。また、データの転送時も、自動で暗号化されています。クライアントからサービスへの Azure Cosmos DB 

のすべての通信は、SSL/TLS 1.2 に対応しています。また、データセンター内とデータセンター間のすべてのレプリケーションにも、

SSL/TLS 1.2 が適用されます。 

 

Azure Cosmos DB のデータ保存時の暗号化は、セキュリティで保護されたキー ストレージ システム、暗号化ネットワーク、暗

号化 API など多くのセキュリティ テクノロジを使用して実装されており、この機能を停止することはできません。 
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4.1.2 データベースの自動バックアップ 

データはプライマリ データベースが配置される暗号化されたストレージから定期的に読み取られ、書き込みリージョンと同じリージ

ョンの Azure Blob ストレージに暗号化されてバックアップされます。自動バックアップはバックグラウンドで実行され、プロビジョ

ニングされた RU を消費したり、パフォーマンスに影響を与えたり、データベースの可用性に影響を与えたりすることはありません。 

自動バックアップは、Azure Cosmos DB コンテナーを誤って削除してしまった場合のデータの回復やディザスター リカバリー ソ

リューションを必要とするシナリオを想定しています。すべてのバックアップは、Azure Blob ストレージ サービスに保存され、これら

のバックアップは、局地的な障害の発生時にも回復機能を提供するために地理冗長ストレージ (GRS) が構成され、グローバ

ルにレプリケートされています。 

現時点で、データベース復元操作は、Azure ポータルの UI や PowerShell のコマンドレットとして提供されていないため、

Azure サポートにお問い合わせください。 

データベース、または、コレクション レベルで削除が実行された場合、対象のデータベース、または、コレクションで削除されたすべ

てのパーティションに対するスナップショットは、30 日間保持されています。 

ただし、データを誤って削除した場合には、削除操作を行った時点から 8 時間以内に Azure サポートにお問い合わせくださ

い。これは、現在、自動化されたバックアップは、4 時間間隔で実行され、常に 2 世代分までを格納されているためです。 

 

オペレーション ミスによりデータ破損が発生して、8 時間以上が経過してしまうと、2 世代分のバックアップも、ともに破損され

たデータにより上書きされることを理解しておくこと大変重要となります。 
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4.1.3 自動フェールオーバー 

Azure Cosmos DB は、単一リージョン データベース アカウントに対しては 99.99% の可用性 SLA、およびマルチリージョン 

データベース アカウントに対しては、99.999% の読み取り可用性を提供しています。 

Azure リージョン内障害やデータセンターの停止は、ほとんど発生することがありませんが、発生した場合、Azure Cosmos DB 

は、影響を受けるリージョンに存在するすべてのデータベース アカウントのフェールオーバーを自動的にトリガーします。 

また。影響を受けるリージョンのいずれかに読み取りリージョンを指定している場合、データベース アカウントは、自動的にそれら

を書き込みリージョンから切断して、オフラインとしてマークします。 

Azure Cosmos DB SDK を使用して書かれたアプリケーションは、SDK が提供するリージョン内探索プロトコルを使用し、自

動的にリージョンが使用可能になったことを検出することができ、優先リージョンの一覧に従って使用可能なリージョンに接続を

リダイレクトすることができます。このために、フェールオーバー時にデータベースにアクセスするためのアプリケーション コードを変更す

る必要はありません。 

自動フェールオーバー中、Azure Cosmos DB は、指定された優先順位に基づいて、データベース アカウントに指定された書き

込みリージョンを自動的に選択します。アプリケーションは、DocumentClient クラスの WriteEndpoint プロパティを使用して、

書き込みリージョン内の変更を検出することができます。影響を受けたリージョンが障害から回復した場合、影響を受けたデータ

ベース アカウントは、サービスにより以下の手続きで自動的に復旧されます。 

1. 障害発生中、読み取りリージョンにレプリケートされなかった以前の書き込みリージョン内のデータは、競合 (Conflicts) フ

ィードとして発行されます。アプリケーションは競合フィードを読み取って、アプリケーション ロジックにより競合を解決し、必

要に応じて、データベース アカウントに更新されたデータを書き戻すことができます。 

2. 以前の書き込みリージョンは読み取りリージョンとして再作成され、自動的にオンラインに戻されます。 

3. 自動的にオンラインに戻った読み取りリージョンは、Azure ポータルから、または、プログラム コードを使用して手動フェール

オーバーを実行することで、書き込みリージョンとして再構成できます。 

4.1.4 サーバーへの修正プログラムの適用 

Azure PaaS サービスに共通していますが、Azure Cosmos DB は、顧客がサーバー管理や修正プログラムの適用を行う必要

がありません。顧客に代わって Azure Cosmos DB が自動的に実行します。 
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4.2 データベース管理者が行うべきこと 

Azure Cosmos DB を利用するにあたり、管理者が行うべき下記の運用管理タスクについて説明します。 

· データ セキュリティ管理 

· データ管理 

· リソースの監視と診断 

· パフォーマンスの最適化 

以降では、上記の各項目について、詳細を説明します。 

4.2.1 データ セキュリティ管理 

データベースの管理をオンプレミスで行う場合、ハードウェアの物理的なセキュリティからエンドポイントの保護に至るまでのすべて

を顧客自身の責任で行う必要があります。Azure などのパブリック クラウド サービス プロバイダーを選択した場合、顧客が関

与する範囲は大幅に縮小され、データのセキュリティは顧客自身とクラウド サービス プロバイダーとの共同責任となります。下

図は、『クラウド コンピューティングにおける責任の共同負担 (英語)』 に掲載されている 「Shared responsabilities for 

different cloud service models」 からの引用です。 

 

この図の一番左の列に、データ セキュリティに対し組織が考慮すべき 7 種類の責任を示しています。PaaS 環境では、

「ハードウェア、ホスト」 「ホスト インフラストラクチャ」、および、「ネットワーク制御」 の管理は、クラウド サービス プロバイダーの

責任になります。それに対して、「すべてのデータを分類し、データの種類に応じて、自社のセキュリティ要件、およびコンプライア

ンス要件に準拠した管理がなされていることを保証すること」、および、「クライアントの保護とサービス エンドポイントの保護」 

は顧客側の責任です。また、「ID とアクセス管理」、「アプリケーション レベルの制御」 は、利用者とクラウド サービス プロバイ

https://aka.ms/sharedresponsibility
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ダー間で共同責任となります。 

データの分類は複雑なプロセスになることがありますが、クラウドへの移行を検討しているすべての組織が実施する必要がある

作業となります。特に PaaS ソリューションでは、顧客のデータ分類および管理に対する説明責任は、計画プロセスの重要な

一部として認識されるべきです。この作業は、「Data classification for cloud readiness」 に記載されているデータ分類手法

を参照してください。 

以降では、下記項目のセキュリティの実装について、Azure Cosmos DB での構成方法を説明します。 

· サービス エンドポイントの保護 

· ID とアクセス管理 

· アプリケーション レベルの制御 

4.2.1.1 サービス エンドポイントの保護 

ファイアウォールは、データベースをセキュリティで保護するための最初の保護層です。2018 年 6 月時点では、Azure 

Cosmos DB は SQL API および、MongoDB API を選択した場合のみ受信ファイアウォールでのポリシーに基づく IP ベース

のアクセス制御をサポートしています。この機能は、その他の API についても間もなく、使用可能になる予定です。 

既定の構成では、ファイアウォールによる IP ベースのアクセス制御は無効化されており、パブリック インターネット、および、

Azure サービスからの承認された認証資格を持つ要求が送信されれば、Azure Cosmos DB データベース アカウントにアクセ

スすることができます。 

IP ベースのアクセス制御を有効化して、特定のクライアントの IP を許可リストとして設定した場合、この許可リストにない IP 

アドレスを発信元とする要求はサーバーによってブロックされます。下図は、IP ベースのアクセス制御における接続処理フローを

示しています。 

 

IP ベースのアクセス制御は、Azure ポータルで設定するか、Azure Powershell、Azure CLI、および、REST API を使用する

プログラム コードから ipRangeFilter プロパティを更新することで設定できます。以降では、Azure ポータルから IP ベースのア

クセス制御を設定する手順を紹介します。 

 

http://aka.ms/dataclassificationforcloud
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1. Azure ポータルで Azure Cosmos DB アカウントのページに移動し、ナビゲーション メニューで [Firewall and virtual 

networks] をクリックして、[Firewall and virtual networks] ブレードを開きます。 

 

 

ワン ポイント 

既定の構成では、[Firewall and virtual networks] ブレードの [Allow accsess from] は、[All networks] オプショ

ンが選択されています。この設定では、ファイアウォールによる IP ベースのアクセス制御が無効化されているため、パブリッ

ク インターネット、および、Azure サービスからの承認された認証資格を持つ要求が送信されれば、Azure Cosmos 

DB データベース アカウントにアクセスすることができることを意味しています。 

2. IP ベースのアクセス制御を有効化するには、[Firewall and virtual networks] ブレードの [Allow accsess from] で、

[Selected networks] オプションを選択します。 
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3. 特定のクライアントの IP を許可リストとして設定するには、[Firewall] セクションの [IP (SINGLE IPV4 OR CIDER 

RANGE)] に、単一の IP アドレス、または、IP アドレスの範囲を CIDR 形式で記述して、[保存] をクリックします。 

 

 

ワン ポイント 

現在、Azure ポータルに接続しているクライアントの IP を許可するには、[Firewall] セクションの [Add my current 

IP] をクリックして、[IP (SINGLE IPV4 OR CIDER RANGE)] に、IP アドレスを追加することもできます。 

 

 

IP ベースのアクセス制御を有効化すると、既定の構成で、Azure データセンターにデプロイされたすべてのサービスからのアクセ

スが有効化されていることに注意してください。この構成は、[Exceptions] セクションの [Accept connections from within 

public datacenters] チェックボックスを外すことで、無効にすることができます。 

 

ただし、Azure Stream Analytics、Azure Functions、Azure App Service などの IP アドレスが確認できない PaaS サービ

スから Azure Cosmos DB へのアクセスを許可する場合、この設定を有効化する必要があります。 

なお、Azure virtual machines やクラウド サービスのように仮想ネットワークに配置されるサービスからのアクセスのみを許可し

たい場合は、[Exceptions] セクションの [Accept connections from within public datacenters] チェックボックスの選択

を外して、[Virtual networks] セクションの [Virtual networks] をクリックして、アクセスを許可する既存の仮想ネットワーク

を指定することができます。この構成を行う場合は、事前に、アクセスを許可する仮想ネットワークで、Azure Cosmos DB に

アクセスするためのサービス エンドポイントを有効化しておく必要があります。 
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以降では、Azure ポータルから仮想ネットワークからのアクセスのみを許可する手順を紹介します。 

1. Azure ポータルで Azure Cosmos DB へのアクセスを許可する仮想ネットワークを開き、ナビゲーション メニューで 

[サービス エンドポイント] を選択して表示される [サービス エンドポイント] ブレードで、[追加] をクリックして、[サービス] 

で 「Microsoft.AzureCosmosDB」 を選択して、仮想ネットワークのサブネットを選択し、[追加] をクリックします。 

 

2. Azure ポータルで Azure Cosmos DB アカウントのページに移動し、ナビゲーション メニューで [Firewall and virtual 

networks] をクリックして、[Firewall and virtual networks] ブレードを開き、[Add existing virtual network] をクリ

ックします。 
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3.  [ネットワークを追加する] が表示されるので、Azure Cosmos DB へのアクセスを許可する仮想ネットワークのサブネット

を選択し [追加] をクリックします。 

 

4. [Exceptions] セクションの [Accept connections from within public Azure datacenters] チェックボックスの選択

を外して、[保存] をクリックします。 
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4.2.1.2 ID とアクセス管理 

デプロイされた Azure Cosmos DB アカウントに対するアクセスは、Azure ポータルの [キー] ブレードで入手できるプライマリ 

マスター キーとセカンダリ マスター キーを使用しますが、Azure Cosmos DB アカウントのデプロイを行う権限は付与されませ

ん。Azure Cosmos DB アカウントを作成し、管理する権限は、Azure ポータルで IAM を使用して構成することができます。

IAM は Azure Active Directory に統合されたロール ベースのアクセス制御を提供しています。 

SQL API を使用する Azure Cosmos DB アカウントの [アクセス制御 (IAM) ] ブレードで [役割] をクリックします。 

 

そうすると、次のような役割のリストが表示されます。 

 

サブスクリプションを保有する利用者は、作成したリソースの 「所有者」 となります。組織の中で複数の管理者でリソースを管

理したい場合などには、「共同作成者」 と呼ばれる役割を指定することができますが、これは、Azure のリソース全体を共同

で管理する役割になります。 

Azure Cosmos DB のリソース管理のみを任せたいと考えている場合、「DocumentDB アカウント共同作成者」 と呼ばれる

役割を付与することで Azure Cosmos DB の各データベースのリソースのみに限定された管理作業を行うように設定すること

ができます。 

各役割にどのような権限が設定されているのかは、確認したい役割をクリックして表示される [アクセス許可] ブレードからリ

ソース プロバイダーを選択して、確認することができます。 
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以下は、「DocumentDB アカウント共同作成者」 の 「Microsoft.DocumentDB」 リソース プロバイダーに付与されている

アクセス許可を表示しています。 
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4.2.1.3 アプリケーション レベルのアクセス制御 

Azure Cosmos DB のデータベースのコンテナーに格納されるアイテムに対する操作では、マスター キーを使用してアクセスします。

マスター キーは、データベース アカウントの作成時に生成され、すべての管理リソースへのアクセスを提供し、[再生成] ボタンを

クリックすることで、いつでも再生成することができます。 

 

データベース アカウントは、プライマリ キーとセカンダリ キーの 2 つのマスター キーが構成されます。これらはどちらのキーを使用

しても Cosmos DB に接続することができます。2 つのマスター キーが存在する理由は、キーの再生成時に、アカウントとデータ

に継続的にアクセスできるようにするためです。 

管理作業を担当していた社員が部署異動したり、会社を辞めたりする場合に、担当者がデータベース アカウントへの接続情

報を記録していた場合、不正アクセスが行えてしまうため、運用ルールーとして、マスター キーのローリング アップグレードを手順

化しておくことが望ましいです。その場合、稼働中のシステムを停止することなくキーの更新を行うために、セカンダリ キーを利用

します。 

下記の手続きで実施することで、マスター キーのローリング アップグレードが可能です。 

① アプリケーションが使用するキーをセカンダリ キーに変更する 

② プライマリ キーを再作成する 

③ アプリケーションが使用するキーをプライマリ キーに変更する 

④ セカンダリ キーを再作成する 
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4.2.2 データ管理 

Azure Cosmos DB では、データ管理においても、バックアップやインデックス作成などのタスクが自動化されているため、データ

ベース管理者の労力は削減されますが、いくつかの作業については、考慮しておく必要があります。 

以降では、Azure Cosmos DB で行う必要があるデータ管理について、以下の項目について説明します。 

· データの移行 

· オペレーション ミスによるデータ破損時の対応 

· 手動バックアップ 

4.2.2.1 データの移行 

Azure Cosmos DB にデータを移行したいと考えた場合、移行作業は、データベース管理者のタスクになります。データベース管

理者は、Azure Cosmos DB データ移行ツールを使用して、さまざまなソースからデータを Azure Cosmos DB コレクションおよ

びテーブルにインポートすることができます。 

データは JSON ファイル、CSV ファイル、SQL Server、MongoDB、Azure Table Storage、Amazon DynamoDB、HBase、

からインポートすることができます。また、Azure Cosmos DB SQL API コレクションの単一パーティションから複数パーティション

のコレクションに移行する場合にもデータ移行ツールを使用することができます。 

 

デ ー タ 移 行 ツ ー ル は 、 https://cosmosdbportalstorage.blob.core.windows.net/datamigrationtool/2018.02.28-

1.8.1/dt-1.8.1.zip から入手することができます。この zip ファイルには、次の 2 種類のツールが含まれています。 

· Dtui.exe: グラフィカル インターフェイス バージョンのツール 

· Dt.exe: コマンド ライン バージョンのツール 

https://cosmosdbportalstorage.blob.core.windows.net/datamigrationtool/2018.02.28-1.8.1/dt-1.8.1.zip
https://cosmosdbportalstorage.blob.core.windows.net/datamigrationtool/2018.02.28-1.8.1/dt-1.8.1.zip
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データ移行ツールの使用方法については、「Azure Cosmos DB: データ移行ツール」 を参照してください。 

4.2.2.2 オペレーション ミスによるデータ破損時の対応 

「4.1.2 データベースの自動バックアップ」 でも説明しましたが、自動バックアップは、2 世代で最長 8 時間前までを保持して

いますので、ユーザーがオペレーションミスで一部のデータを誤って破損させた場合、8 時間以内に対応する必要があることを理

解しておいてください。 

Azure Cosmos DB は、オペレーション ミスによるデータ破損は認識できないため、破損したデータにより、既存のバックアップ

が上書きされる以前に対処する必要があります。バックアップは、30 日間保持されますので、正常な状態のバックアップを確

保するという意味では、オペレーション ミスによるデータ破損が検出された場合、すぐに破損したコンテナー (コレクション/グラフ/

テーブル) を削除することで、破損されたデータによりバックアップが上書きされないように保護することが可能になることも理解し

ておくとよいでしょう。 

4.2.2.3 手動バックアップ 

ユーザーによるデータベースのスナップショットを保持したいと考えた場合、SQL API では、Azure Cosmos DB データ移行ツール

の Azure JSON へのエクスポート オプションを使用して、手動によるバックアップを実行できます。抽出した JSON ファイルは、

ローカルまたは Azure BLOB ストレージに保存できます。 

ここでは、データ移行ツールを使用して、「3.2.1 Azure ポータルからの Azure Cosmos DB データベース アカウントの作成」 で

自習用に作成した Azure Cosmos DB データベース アカウントから JSON データをローカルに保存する手順を説明します。 

1. Azure Cosmos DB データ移行ツール (Dtui.exe) を起動して、初期画面で [Next] をクリックします。 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/import-data
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2. [Source Information] ページの [Specify source information] で、下表に従い設定して、[Next] をクリックします。 

項目名 パラメーター値 

Import from DocumentDB 

Connection String AccountEndpoint=<Azure CosmosDB の URI>;AccountKey=<データベース アカウント キー>; 

Database=Adventureworks 

Collection Customers 

Enter Query SELECT 

 c.id 

, c.first_name 

, c.last_name 

, c.birth_date 

, c.gender 

, c.address 

, c.city 

, c.state_province 

, c.country 

, c.zip 

, c.Phone  

FROM c 

 

 

3. [Target Information] ページの [Specify target information] で、下表に従い設定して、[Next] をクリックします。 

項目名 パラメーター値 

Export from JSON file 

Local file \Labs\Customers.json (自習用に作成した Labs フォルダーを使用します) 

Prettify JSON 選択します。 

Compress data 選択しません。(運用時には、このオプションを使用することで、圧縮された形式で保存できます。) 
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4. [Advanced] ページの [Advanced configuration] で下表に従い設定して、[Next] をクリックします。 

項目名 パラメーター値 

Error Log File \Labs\error.log (自習用に作成した Labs フォルダーを使用します) 

Detailed Error Information All 

Progress Update Interval 00:00:01 
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5. [summary] ページが表示されたら、[Confirm import settings] を確認して、[Import] をクリックします。 

  

6. [Results] ページが表示されます。 

 

ワン ポイント 

自習書の演習手順では、6 件のデータが対象のため、一瞬で終了しますが、膨大なデータを対象としている場合、

データ抽出の進捗状況は、「Transferred」 の値と水平方向のプログレス バーの表示で、確認することができます。 
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7. 自習用に作成した Labs フォルダーに Customers.json がエクスポートされていますので、Visual Studio Code で開い

て保存されたデータを確認します。 
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4.2.3 インデックス チューニング 

Azure Cosmos DB では、インデックスの作成を自動的に処理することができます。既定では、すべての Azure Cosmos DB 

のデータにはインデックスが作成されます。  

Azure Cosmos DB のインデックス作成のポリシーは、スキーマ レスの柔軟性を犠牲にすることなく、カスタマイズすることができ

ます。なお、Azure Cosmos DB でインデックス ポリシーを構成する場合、クエリのスループットとドキュメントの書き込み時に発

生するオーバーヘッドの間でトレードオフが存在することを理解しておくことが重要です。 

インデックスは、クエリのスループットを向上させますが、ドキュメントの書き込み時には、オーバーヘッドになります。クエリで、まった

く参照しないプロパティがあれば、インデックスの自動生成から除外することで、書き込みの負荷を下げることができます。 

また、既定でインデックスの更新処理は、同期処理されますが、遅延させることもできます。この場合、書き込みパフォーマンスと

クエリの一貫性の間でのトレードオフとなります。 

「インデックス ポリシー」 を編集して、カスタマイズするには、Azure ポータルで データ エクスプローラーを開き、コレクション 

ノードの下の [Scale & Settings] を選択します。 

 

3 章の手順で作成したコレクションのインデックス ポリシーは、以下の内容になっています。 

{ 

    "indexingMode": "consistent", 

    "automatic": true, 

    "includedPaths": [ 

        { 

            "path": "/*", 
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            "indexes": [ 

                { 

                    "kind": "Range", 

                    "dataType": "Number", 

                    "precision": -1 

                }, 

                { 

                    "kind": "Range", 

                    "dataType": "String", 

                    "precision": -1 

                }, 

                { 

                    "kind": "Spatial", 

                    "dataType": "Point" 

                } 

            ] 

        } 

    ], 

    "excludedPaths": [] 

} 

まず、既定のインデックス ポリシーの構成を理解しましょう。 

インデックス更新モード (indexingMode) の既定値は、同期 (Consistent) に設定されています。インデックス更新モードは、

非同期 (Lazy)、または、なし (None) に変更することが可能です。インデックス更新モードを 「None」 にした場合、コレクシ

ョンにはインデックスが生成されません。このような構成は、Azure Cosmos DB をキー値ストレージとして使用し、ドキュメントに 

ID プロパティまたは自己リンクでのみアクセスする場合に使用できます。 

includedPaths には、インデックスを作成するパスを指定します。また、excludedPaths には、インデックスを作成しないパスを

指定します。既定では、includedPaths のパス (path) は、「/ (ルート)」 が設定され、excludedPaths は、空の状態です。

これにより、ドキュメントツリー全体がインデックスを作成する対象となります。 

作成されるインデックスに対して、データ型ごとに種類と精度が決められています。 

データ型 インデックスの種類 精度 

Number Range -1 

String Range -1 

Point Spatial  

インデックスの種類には、ハッシュ (Hash)、範囲 (Range)、および、空間 (Spatial) があります。 

String 型、または Number 型のデータに対して等価クエリのみが使用される場合、ハッシュ (Hash) インデックスを使用する

ことは効果的ですが、範囲クエリを使用する場合は、範囲 (Range) インデックスを使用します。範囲 (Range) インデックス

は、範囲クエリ（>、<、> =、<=、！=）、および、ORDER BY クエリで利用できます。 

精度はバイト数を表します。これは、消費するストレージ サイズとクエリ パフォーマンスとの間にトレードオフが存在することを意
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味しています。範囲 (Range) インデックスで最大精度を指定するには、-1 を設定します。この値を調整する場合、1～100 

(最大精度) の間の数値を指定することができます。 

ハッシュ (Hash) インデックスの精度は、String 型でも Number 型でも 1 から 8 までの値を設定できますが、既定値の 

3 バイトよりも大きな値にする必要はありません。 

インデックスの詳細については、「Azure Cosmos DB のデータ インデックス作成のしくみ」 を参照してください。 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/indexing-policies
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4.3 スクリプト言語による運用管理 

ここまでは、Azure ポータルから Azure Cosmos DB のリソースを作成し、管理する方法について説明してきましたが、Azure 

PowerShell や Azure CLI といったスクリプト言語を使用すると、リソースの作成、および、管理操作をスクリプト化することが

できるため、スケジュールして定期的に実行したり、同じ環境のリソースを繰り返し作成する場合に、作業効率を向上させたりす

ることができます。 

4.3.1 Azure PowerShell によるレプリケーションの構成 

Azure PowerShell のスクリプトは、Azure ポータルの Cloud Shell を使用して Web ブラウザーから実行することも、ローカ

ル コンピューターにインストールして PowerShell セッションで使用することもできます。Azure PowerShell で最新のモジュール

を取得するには、次の Install-Module コマンドレットを実行します。 

Install-Module Azure  

Install-Module AzureRM 

 

ワン ポイント 

Install-Module に よ る  Azure モ ジ ュ ー ル の イ ン ス ト ー ル を お こ な う に は 、 最 新 の  Windows Management 

Framework（WMF）または Package Management PowerShell Modules が必要です。なお、Windows 10 お

よび Windows Server 2016 には OS 標準で WMF 5.0 が含まれています。 

なお、Windwos PC に Azure PowerShell をインストールする手順の詳細は、Install and configure Azure PowerShell 

を確認してください。また、2018 年 1 月より、macOS、および Linux 環境でも PowerShell Core v6 と Azure 

PowerShell をインストールすることが可能になりました。macOS、および Linux 環境に Azure PowerShell をインストール

する手順の詳細は、Install and configure Azure PowerShell on macOS and Linux を確認してください。 

Azure PowerShell を使用するには、最初に次のコマンドレットを使用して、Azure にログインする必要があります。 

Login-AzureRmAccount 

また、複数のサブスクリプションを所有している場合は、次のコマンドレットを実行して、使用するサブスクリプションを指定してく

ださい。 

Set-AzureRmContext -Subscription "<サブスクリプション名>" 

Azure Cosmos DB を管理するために使用される主な Azure PowerShell コマンドレットには下表の 5 種類があります。 

コマンドレット 説明 

New-AzureRmResource 指定したリソース グループに、新しいリソースを作成します。 

Get-AzureRmResource 既存のリソースを取得します。 

Invoke-AzureRmResourceAction リソースに対して行えるアクションを呼び出します。 

Set-AzureRmResource リソースのプロパティを変更します。 

Remove-AzureRmResource 既存のリソースを削除します。 

ここでは、Azure PowerShell スクリプトを記述し、「3.2.1 Azure ポータルからの Azure Cosmos DB データベース アカウント

https://docs.microsoft.com/ja-jp/powershell/azure/install-azurerm-ps?view=azurermps-6.2.0
https://docs.microsoft.com/ja-jp/powershell/azure/install-azurermps-maclinux?view=azurermps-6.2.0
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の作成」 で自習用に作成した Azure Cosmos DB データベース アカウントにセカンダリ リージョンを追加する手順を学習し

ます。 

1. Windws PowerShell ウィンドウを起動します。 

2. 以下のコマンドを入力し、Microsoft Azure にログインして、Azure Resource Manager に接続します。 

Login-AzureRmAccount 

3. 最初に、「3.2.1 Azure ポータルからの Azure Cosmos DB データベース アカウントの作成」 で自習用に作成した 

Azure Cosmos DB データベース アカウントの情報を取得するために、次のコマンドレットを実行します。 

$resourceGroupName = "<リソース グループ名>" 

$databaseAccountName = "<Azure Cosmos DB データベース アカウント名>" 

 

Get-AzureRmResource -ResourceGroupName $resourceGroupName -ResourceName $databaseAccountName 

 

ワン ポイント 

Azure Cosmos DB データベース アカウントに設定されている、リージョン (Location) を確認します。 

なお、指定したリソースグループが見つからない場合、Azure PowerShell から使用しているサブスクリプションが異なって

いる可能性があります。その場合、以下のコマンドレットを実行して、Azure Cosmos DB データベース アカウントを作成

したサブスクリプションを使用するように設定してください。 

Set-AzureRmContext -Subscription "<サブスクリプション名>" 

  

4. 次に、現在のデータベース アカウントに対して、フェールオーバー優先順位を設定するために、次のコマンドレットを実行しま

す。 

#現在のリージョンに対してフェールオーバー優先順位を設定 

$newLocations = @(@{"locationName"="Japan East"; "failoverPriority"=0}) 

 

# 更新するプロパティを設定 

$updateDBProperties = @{"databaseAccountOfferType"="Standard";"locations"=$newLocations;} 

 

# データベース アカウントの更新 



運用管理 

- 107 - 

Set-AzureRmResource -ResourceType "Microsoft.DocumentDb/databaseAccounts" ` 

    -ApiVersion "2015-04-08" ` 

    -ResourceGroupName $resourceGroupName ` 

    -Name $databaseAccountName ` 

    -PropertyObject $updateDBProperties 

 

5. 確認のメッセージが表示されるので、「Y」 を入力して進めます。 

 

6. ここで、Azure ポータルから [概要] ブレードを確認すると、「Updating」 のメッセージが確認できますので、更新が完了

するまで待ちます。 
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7. 次に、現在使用しているサブスクリプションからアクセスできるリージョンを確認するために、次のコマンドレットを実行します。 

Get-AzureLocation | select Name 

 

ワン ポイント 

Get-AzureLocation で取得される Azure のリージョン情報から Name のみを表示しています。表示されるリージョ

ン名から、プライマリに使用していないリージョンをセカンダリ リージョンを選択してください。 

8. 次に、現在のデータベース アカウントに対して、セカンダリ リージョンを追加するために、次のコマンドレットを実行します。 

#リージョンの追加 

$newLocations = @(@{"locationName"="Japan East"; "failoverPriority"=0},  

         @{"locationName"="East Asia"; "failoverPriority"=1}) 

 

# 更新するプロパティ 

$updateDBProperties = @{"databaseAccountOfferType"="Standard";"locations"=$newLocations;} 

 

# データベース アカウントの更新 

Set-AzureRmResource -ResourceType "Microsoft.DocumentDb/databaseAccounts" ` 

    -ApiVersion "2015-04-08" ` 

    -ResourceGroupName $resourceGroupName ` 

    -Name $databaseAccountName  ` 

    -PropertyObject $updateDBProperties 

 

ワン ポイント 

このスクリプトでは、「東アジア (East Asia)」 をセカンダリ リージョンに指定していますが、プライマリ リージョンで選択し

ていない場所であれば、好きなリージョンを使用できます。 

9. 確認のメッセージが表示されるので、「Y」 を入力して進めます。 
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10. PowerShell ウィンドウには、以下のようなメッセージが返されます。 

 

11. Azure ポータルから、Azure Cosmos DB アカウントの [Replicate data globally] ブレードを開きます。 

 

ワン ポイント 

Azure PowerShell スクリプトでセカンダリ リージョンに指定した場所にレプリケーションされていることを確認します。 
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12. 再度、次のコマンドレットを実行することで、グローバル分散を停止することができます。 

#リージョンの追加 

$newLocations = @(@{"locationName"="Japan East"; "failoverPriority"=0}) 

 

# 更新するプロパティ 

$updateDBProperties = @{"databaseAccountOfferType"="Standard";"locations"=$newLocations;} 

 

# データベース アカウントの更新 

Set-AzureRmResource -ResourceType "Microsoft.DocumentDb/databaseAccounts" ` 

    -ApiVersion "2015-04-08" ` 

    -ResourceGroupName $resourceGroupName ` 

    -Name $databaseAccountName  ` 

    -PropertyObject $updateDBProperties 

 

ワン ポイント 

Azure PowerShell スクリプトのその他のサンプル コードは、「Azure Cosmos DB 用 Azure PowerShell サンプル」

を参考にしてください。Azure PowerShell スクリプトは、実行時に認証が必要なため、対話型の実行になりますが、

Azure Automation を利用していただくと、スケジュール実行を行うことができ便利です。 

Azure Automation で Runbook を構成すると、1 回だけ実行するようにスケジュールを構成することも、時間または

日単位で繰り返すスケジュールを指定することもできます。さらに、週単位、月単位、特定の曜日や日にち、または月の

特定の日のスケジュールも指定も可能です。 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/powershell-samples
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4.4 リソースの監視と診断 

Azure Cosmos DB を日常的に運用する場合、サービスの稼働状況、リソースの利用状況、および、パフォーマンスなどを監

視したいと考えるようになるでしょう。Azure Cosmos DB では、Azure ポータルに組み込まれた監視機能から次の 3 種類

のログを取得することができます。 

· Azure アクティビティ ログ 

· Azure Cosmos DB 診断ログ 

· Azure メトリック 

「Azure アクティビティ ログ」 は、既定の構成で、情報が収集されますが、「Azure 診断ログ」 と 「Azure メトリック」 を利

用するには、監視機能を構成する必要があります。以降では、これらの監視機能の使用方法について説明します。 

4.4.1 Azure アクティビティ ログ 

Azure アクティビティ ログを使うと、使用するサブスクリプションのリソースに対して発生する、すべての書き込み操作 (PUT、

POST、DELETE) について、「いつ、誰が、何を行ったのか」 を確認できます。さらに、実行した操作の状態など、重要性の大

きなプロパティを確認することもできます。 

アクティビティ ログと診断ログの相違点は、アクティビティ ログが、外部から行われる Azure Resource Manager に対するリ

ソースの操作 ("コントロール プレーン") に対するデータ提供であるのに対し、診断ログは、リソースによって出力され、そのリ

ソースの操作 ("データ プレーン") に関する情報を提供します。 

Azure Cosmos DB のコンテキストでは、コントロール プレーンの操作には、コレクションの作成、キーの一覧表示、キーの削除、

データベースの一覧表示などが含まれます。診断ログでのデータ プレーン操作の例としては、Delete、Insert、ReadFeed など

があります。アクティビティ ログには、データの複数のカテゴリが含まれます。 これらのカテゴリのスキーマの詳細については、

「Azure アクティビティ ログのイベント スキーマ」を参照してください。 

Azure Cosmos DB の Azure アクティビティ ログは、Azure ポータルで [アクティビティ ログ] ブレードを開いて参照すること

ができます。 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/monitoring-and-diagnostics/monitoring-activity-log-schema
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4.4.2 Azure Cosmos DB 診断ログ 

Azure 診断ログは、そのリソースの操作に関する固有のデータをリソースによって収集し、出力します。Azure 診断ログによって

記録される情報の種類には以下があります。 

種類 説明 

API で認証されたバックエンド要求 

(TCP / REST ベース) 

アクセス許可、システム エラー、または不正な要求の結果として失敗した要求などが記録

されます。(現時点では、ユーザーが開始した Graph、Cassandra、および Table API 要

求はサポートされていません。) 

認証されていない要求 

(401 応答が返される) 

ベアラー トークンを持たない要求、形式が正しくない要求、有効期限切れの要求、また

は無効なトークンを持つ要求です。 

データベース自体に対する操作 すべてのドキュメント、コンテナー、およびデータベースに対する CRUD 操作が含まれます。 

アカウント キーに対する操作 キーの作成、変更、または削除が含まれます。 

Azure 診断ログを構成するには、診断ログをアーカイブするストレージを指定する必要があります。アーカイブ先には、Azure 

Log Analytics、Azure Eventhubs、Azure Storage を使用できます。 

 

Azure ポータルで、診断ログを有効にして Azure Storage にアーカイブするには、以下の手順を実行します。 

1. Azure ポータルから、Azure Cosmos DB アカウントのナビゲーション メニューから、[診断ログ] を選択して、[診断をオン

にする] をクリックします。 
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2. [診断設定] ページで、下表に従い設定し、[保存] をクリックします。 

項目名 パラメーター値 

Name 作成する診断ログの名前を入力します。 

ストレージ アカウントへのアーカイブ ストレージ アカウントは、あらかじめ Azure Resource Manager の汎用アカウントを

作成しておく必要があります。ストレージ アカウントにアーカイブする場合のみ診断ログ

のリテンション期間を日数で指定できます。 

イベント ハブへのアーカイブ Evebt Hubs は、あらかじめ作成しておく必要があります。 

Log Analytics へのアーカイブ 既存の Log Analytics ワークスペースを指定するか、ここで新しい Log Analytics 

ワークスペースを作成して、それを指定することができます。 

LOG DataPlaneRequests ⚫ SQL、Graph、MongoDB、Cassandra、および Table の各 API のデータ

ベース アカウントについて、基盤の Azure Cosmos DB 分散プラットフォームか

らのバックエンド要求をログに記録する場合、このオプションを選択します。 

MongoRequests ⚫ ユーザーが MongoDB API のデータベース アカウントにサービスを提供するため

に Azure Cosmos DB のフロントエンドから開始した要求をログに記録する場

合、このオプションを選択します。 

QueryRuntimeStatistics ⚫ クエリの統計を記録する場合、このオプションを選択します。 

Metric Requests Azure メトリックに詳細データを保存するには、このオプションを選択します。 
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4.4.3 Azure メトリック 

Azure Portal の [Metrix] ブレードを使用して以下のメトリックの集約されたビューを参照することができます。 

· 概要 

· スループット 

· ストレージ 

· 可用性 

· レイテンシ 

· 整合性 

· システム 

メトリックは、5 分間隔で収集され、7 日間保持されます。Azure Cosmos DB で発生する最も一般的なエラー状態コードは 

Http 429 です。これは、Azure Cosmos DB に対する要求が、プロビジョニングされているスループットを超えているため、スロ

ットリングが発生していることを示しています。この問題の一般的な解決策は、対象となるコレクションの RU をスケール アップ

することです。以降では、メトリックから、そのような問題を識別する方法を説明します。 

4.4.3.1 エラーになった要求数の確認 

[Metrix] ブレードの [Overview] タブを参照します。スロットリングが発生している場合、この時点で 「Your collection "<データ

ベース名>/<コレクション名>" exceeded its provisioned throughput of <現在の RU 値> RU/s. Click "Scale" to increase to <望

ましい RU 値> RU/s to avoid rate limiting.」 といった警告メッセージが表示されます。 

 

HTTP エラーの発生回数は、[Overview] タブで [Number of requests (aggregated over 1 minute interval)] グラフと 
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[Number of requests exceeded capacity (aggregated over 1 minute interval)] を参照します。これらのグラフで 1 分

あたりに容量を超過した要求の数が確認できます。上に掲載している画面では、Http 429 が一定数発生しているため、ス

ケール (RU/s) を増加することを提案していることがわかります。 

メッセージの右側にある [Scale] をクリックすることで、オファーされたスケールに RU/s 値を増加させることが可能です。 

4.4.3.2 パーティションの使用状況の確認 

Azure Cosmos DB のパーティションの数は、コンテナーに対してプロビジョニングされたストレージ サイズとスループットに基づい

て、Azure Cosmos DB により決定されます。パーティションの使用状況を確認するには、[Metrix] ブレードの [Storage] タ

ブで確認したいデータベースのコレクションをリストボックスで選択して参照することができます。 

通常 10 GB 未満のデータを格納し、要求されるスケール (RU/s) が高くない場合、データは単一のパーティションに格納され

ていることが確認できます。次の画面は、10 GB 未満のデータが挿入された場合の [Metrix] ブレードの [Storage] タブの表

示です。 

 

パーティションが 1 つ表示され、そこにすべてのデータが置かれていることがわかります。パーティションは、容量の上限に達する

と、Azure Cosmos DB はパーティションを 2 つの新しい物理パーティションにシームレスに分割し、 おおよそ半分のキーに対応

する値を、新しい各物理パーティションに分散配置します。 
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次の画面は、およそ 12 GB のデータを挿入した場合の [Metrix] ブレードの [Storage] タブの表示です。 

 

一番、左のパーティションは、サイズがおよそ 12 GB ありますが、新しい 2 つのパーティションは、およそ半分の 6 GB のサイズで

す。ここで、コレクションへのデータ挿入を継続しながら [Metrix] ブレードの [Troughput] タブを参照すると 

新しいデータは、分割された 2 つのパーティションに均等に挿入されていることがわかります。 

 

ここで、重要なのはパーティション キーとして指定されたデータが適切なカーディナリティを維持していることです。パーティション 

キーの値にバラツキがあると、パーティションへのデータの配置も不均等になる可能性があることに注意してください。 

 

なお、メトリックの詳細データは、診断ログとクライアント SDK を使用して参照することができます。 
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4.4.3.3 SLA の監視 

Azure Cosmos DB は、5 つの整合性レベルのいずれかで構成された単一の Azure リージョンにデプロイされている Azure 

Cosmos DB データベース アカウント、または 4 つの緩やかな整合性レベルのいずれかで構成されている複数リージョンにまた

がるデータベース アカウントに対して、スループット、可用性、レイテンシ、および、整合性をカバーする 99.99％ の包括的な

SLA を提供しています。 

さらに、Azure Cosmos DB は、整合性レベルの選択とは無関係に 2 つ以上の Azure リージョンにまたがるデータベース ア

カウントの読み込みの可用性に対して 99.999％ の SLA も提供しています。Azure Cosmos DB の SLA の最新情報

は、「Azure Cosmos DB の SLA」 を参照してください。 

 

運用している Azure Cosmos DB の SLA を確認するには、[Metrix] ブレードを参照します。 

[Availability] タブでは、可用性を示す月間稼動率 (100% - 平均エラー率) の推移が確認できます。 

 

[Latency] タブでは、ドキュメントの読み込みでは、99 パーセンタイルで 10ms 以上、ドキュメントの書き込み操作では 

15ms 以上の値が維持されていることを確認できます。 

 

 

 

  

https://azure.microsoft.com/ja-jp/support/legal/sla/cosmos-db/v1_1/
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[Consistency] タブでは、一貫性達成率 (100% - 平均一貫性違反率) を確認することができます。 
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5. 他の Azure サービスとの連携 

5.1 Azure PaaS サービスとの連携 

Azure Cosmos DB は、様々な Azure PaaS サービスと連携して使用することができます。例えば、Azure Cosmos DB と

その他のデータソース間でデータを移動する場合、「4.2.2.1 データの移行」 で Azure Cosmos DB データ移行ツールを使用す

る方法について紹介しましたが、Azure PaaS サービスとして提供される Azure Data Factory のコピー ウィザードを使用すれ

ば、クラウド側で、サポートされているソースデータストアから Azure Cosmos DB または Azure Cosmos DB からサポートされ

ているシンク データストアにデータをコピーすることができます。 

 

Azure Data Factory のコピー ウィザードによってサポートされるソース、および、シンクのリストは、「サポートされているデータスト

アと形式」 の表を参照してください。Azure Cosmos DB に格納された売り上げデータなどを夜間にリレーショナルデータベース

にコピーして、バッチ処理で集計し、日次レポートを生成するといったシナリオなどで利用することができます。 

 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/data-factory/v1/data-factory-data-movement-activities#supported-data-stores-and-formats
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/data-factory/v1/data-factory-data-movement-activities#supported-data-stores-and-formats
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Azure Cosmos DB に格納されたデータを単純にコピーするだけでなく、データの内容に対応したロジックを必要とする場合は、

Azure Function App が便利です。Azure Function App は、Azure Cosmos DB のトリガー、入力、出力のバインドを含

む様々なデータソースをサポートしています。 

 

Azure Function App によってサポートされるトリガー、入力、出力の各バインドの種類は、「サポートされるバインディング」 の

表を参照してください。 

Azure Function App の Azure Cosmos DB トリガーは、Azure Cosmos DB 変更フィードを使用して、パーティション間の

変更をリッスンし、監視対象のコレクション内で挿入または更新が行われるたびにトリガーが呼び出されます。 

Azure Cosmos DB の変更フィードは、Azure Cosmos DB コレクションの変更をリッスンし、変更されたドキュメントは、変更

された順に並べ替えられた一覧に出力されます。変更内容に対して非同期的に増分処理することができます。また、出力を 

1 つ以上のコンシューマーに分散させて並列処理することもできます。 

Azure Cosmos DB の変更フィードに接続する最も簡単な方法として、Azure Functions App で Azure Cosmos DB トリ

ガーを選択することができます。以降の手順では、この方法を紹介しています。 

 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-functions/functions-triggers-bindings#supported-bindings
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5.2 Azure Function App との連携手順 

ここでは、Azure Cosmos DB にデータが追加される、または変更されるときにトリガーされる関数を Azure Function App を

使用して作成する方法を説明します。 

1. Azure Function App を作成するため、Azure 管理ポータルのハブ メニューから [リソースの作成] ⇒ [Compute] ⇒ 

[Function App] をクリックします。 

 

  

0 
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2. Azure Function App を作成するためのブレードが開くので、下表のパラメーター値を設定して [作成] ボタンをクリックし

ます。 

設定項目 設定値 

アプリ名 Azure データ センター内で一意となる任意の値 (小文字・数値・ハイフン '-' のみを使用) 

サブスクリプション お持ちのサブスクリプション名 

リソースグループ [既存のものを使用] を選択して、Azure Cosmos DB アカウントを作成した自習書用リソースグ

ループを選択してください 

OS Windwos  

ホスティング プラン 従量課金プラン  

場所 Azure Cosmos DB アカウントを作成したリージョン 

Storage 新規作成 

Application Insight オン 

Application Insight の場所 任意のリージョン 

 

ワン ポイント 

Azure Functions は、従量課金プランと Azure App Service プランという 2 つの異なるモードで実行できます。従量

課金プランでは、コードの実行時にコンピューティング能力を自動的に割り当て、負荷の処理の必要性に応じてスケールア

ウトし、コードを実行していないときはスケールダウンします。アイドル状態の VM に対して課金されることはなく、事前に容

量を予約する必要もありません。従量課金プランを選択することで、サーバー レス コンピューティングの構成になります。 
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3. Azure ポータル右上の通知アイコンを選択し、「デプロイメントに成功しました」 というメッセージが表示されたら、[リソース

に移動] をクリックします。 

 

4. 作成した Azure Function App のブレードが開くので、[関数] の右にある [+] (新規作成) ボタンをクリックします。 

 

5. 「用意されている関数を使ってすぐに使用を開始する」 が表示されるので、[カスタム関数] をクリックします。 
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6. テンプレートのリストが表示されるので、「Cosmos DB trigger」 を選択します。 

 

7. [新しい関数] が開くので下表のパラメーター値を設定して [作成] ボタンをクリックします。 

設定項目 設定値 

言語 JavaScript 

名前 CosmosTriggerJavascript1 (既定値を使用します。) 

Azure Cosmos DB アカウント接続 [新規] をクリックして、「3.2.1 Azure ポータルからの Azure Cosmos DB データ

ベース アカウントの作成」 で作成したデータベース アカウントを指定します。 

コレクション名 Customers 

[リースのコレクションが存在しない場合、作成します] 選択します。 

データベース名 Adventureworks 

リースのコレクション名 leases 
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ワン ポイント 

Azure Function トリガーバインドでは、内部で使用する情報を保存するために使用する leases コレクションを必要と

します。トリガーが機能するためには、監視されるコレクションと、leases コレクションを作成しておく必要があります。 

8. Azure Cosmos DB でトリガーされる関数が作成され、テンプレート ベースの関数コードが表示されるので、[実行] をクリ

ックします。 

 

ワン ポイント 

この関数は、コレクションに新しいドキュメントが追加されると、ドキュメント ID をログに書き込むように動作します。

Azure Function のランタイムは、context オブジェクトを使用して、関数との間でデータをやり取りし、ユーザーがランタイ

ムと通信できるようにします。context オブジェクトは、常に関数の最初のパラメーターとし、必ず含める必要があります。 

context.log メソッドにより、引数で渡された情報をストリーミング コンソール ログに書き込むことができます。 

9. Azure ポータルで Azure Cosmos DB アカウントに移動し、ナビゲーション メニューで [Data Explorer] をクリックして、

データ エクスプローラーを開きます。 
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10. データ エクスプローラーのツリーで [Customers] コレクション ノードを展開表示して、[Documents] ノードをクリックした後、

[New Document] をクリックします。 

 

11. エディターに 「{"id": "replace_with_new_document_id"}」 と書かれたドキュメントが表示されるので、以下の JSON ド

キュメントに置き換えて [Save] ボタンをクリックします。 

{ 

  "id":"7", 

  "first_name":"Randall", 

  "last_name":"Gomez", 

  "birth_date":"1984-02-17", 

  "gender":"M", 

  "address":"1159 Lacassie Ave","city":"Wollongong", 

  "state_province":"New South Wales", 

  "country":"AU", 

  "zip":"2500", 

  "phone":"1 (11) 500 555-0179" 

} 
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12. この操作により作成した Azure Function トリガーが起動します。Azure ポータルからログを参照すると以下のようなメッ

セージが確認できます。これは、トリガーにより出力されたメッセージです。 

 

13. 作成した Azure Function App 関数を停止するには、[概要] ページで [停止] をクリックします。 

 

14. ここで 「サイトからのメッセージ」 が表示されるので、[OK] をクリックします。 
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15. [状態] が 「Stopped」 になることを確認します。 
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5.3 リソースの削除手順 

ここでは、作成したリソース グループを削除します。個々のリソースを個別に削除することもできますが、リソース グループを削除

することで、そのリソース グループ内のすべてのリソースを削除することができます。この手順によりリソース グループ内のすべての

リソースが削除されるため、まだ、検証を続けたい場合は、検証の完了後に行ってください。 

1. Azure ポータルのハブ メニューから [リソース グループ] をクリックして、表示されるリソース グループのリストから自習書用

に作成したリソース グループをクリックします。 

2. 自習書用に作成したリソース グループのブレードで [リソース グループの削除] をクリックします。 

 

3. 次のようなメッセージが表示されます。ここで [リソース グループ名を入力してください] に削除するリソース グループ名を入

力して、[削除] ボタンをクリックします。 
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ワン ポイント 

自習書用に作成したリソース グループを削除すると、その中にあるすべてのリソースが削除され、元に戻すことはできない

ことに注意してください。 
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Azure の全体像と Azure が提供する各サービスを体系的に説明している書籍です。これから Azure を学習する人が読む最

初の 1 冊としてお勧めします。 

Azure Cosmos DB のドキュメント 

Azure Cosmos DB の機能全般を説明しているドキュメントです。このサイトで提供される様々な API とプログラミング モデル

に対応するチュートリアルとサンプルは、Azure Cosmos DB を使用したソリューションの構築に役立つでしょう。 

Azure データ アーキテクチャ ガイド 

このガイドでは、Microsoft Azure でデータ中心のソリューションを設計するための体系的なアプローチについて説明しています。 
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