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主なコンセプト

Amazon Kinesis Data Firehose とは
何ですか?

Amazon Kinesis Data Firehose は、Amazon Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service 
(Amazon Simple Storage Service)、Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Redshift 
Simple Storage OpenSearch Service (Amazon Simple Storage OpenSearch Service)、Amazon Storage 
Service (Amazon Simple Storage Service)、Amazon Storage Service、Amazonサポートされているサード
パーティーサービスプロバイダーは、Datadog、Dynatrace LogicMonitor、MongoDB、New Relic、Sumo 
Logic など。Kinesis Data Firehose は、Kinesis ストリーミングデータプラットフォームの一部で、Kinesis 
Data Streams、Kinesis Video Streams、およびAmazon Kinesis Data Analytics と併せて使用されま
す。Kinesis Data Firehose を使用すると、アプリケーションを記述したり、リソースを管理したりする
必要はありません。Kinesis Data Firehose にデータを送信するデータプロデューサーを作成すると、それ
により、指定した送信先にデータが自動配信されます。データを配信前に変換するように、Kinesis Data 
Firehose を設定することもできます。

AWS ビッグデータソリューションの詳細については、「AWS でのビッグデータ」を参照してくださ
い。AWS ストリーミングデータソリューションの詳細については、「ストリーミングデータとは?」を参
照してください。

Note

データがプロデューサー、AWSストリーミングストレージ、コンシューマー、および送信先を通
過するAWS CloudFormation テンプレートを提供する最新の Amazon MSK 用のストリーミング
データソリューションに注目します。

主なコンセプト
Kinesis Data Firehose の使用を開始すると、以下の概念を理解することができます。

Kinesis Data Firehose の配信ストリーム。

Kinesis Data Firehose の基礎となるエンティティ。Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成
し、それにデータを送信することで Kinesis Data Firehose を使用します。詳細については、Amazon 
Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成 (p. 5) および Amazon Kinesis Data Firehose 配信ス
トリームへのデータの送信 (p. 30) を参照してください。

record

データプロデューサーが Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信する、関心のあるデータ。レ
コードのサイズは最大 1000 KB です。

データプロデューサー

プロデューサーは Kinesis Data Firehose 配信ストリームにレコードを送信します。たとえば、配
信ストリームにログデータを送信するウェブサーバーはデータプロデューサーです。Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームが自動的に既存のKinesis データストリームからデータを読み取り、送信先
にロードするよう設定することもできます。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose 配信
ストリームへのデータの送信 (p. 30)」を参照してください。

バッファサイズおよびバッファの間隔

Kinesis Data Firehose は特定の期間、受信するストリーミングデータを特定のサイズにバッファして
から、送信先に配信します。Buffer Size は MB 単位で、Buffer Interval は秒単位です。
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データフロー

データフロー
Amazon S3 の送信先の場合、ストリーミングデータは S3 バケットに配信されます。データ変換が有効な
場合は、オプションで、送信元データを別の Amazon S3 バケットにバックアップすることもできます。

Amazon Redshift の送信先の場合、ストリーミングデータは S3 バケットに配信されます。次に Kinesis 
Data Firehose は、Amazon Redshift COPY コマンドを発行して、S3 バケットから Amazon Redshift ク
ラスターにデータをロードします。データ変換が有効な場合は、オプションで、送信元データを別の 
Amazon S3 バケットにバックアップすることもできます。

OpenSearch サービス送信先の場合、 OpenSearchストリーミングデータはサービスクラスターに配信さ
れ、オプションで、配信と同時に S3 バケットにバックアップすることもできます。
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データフロー

Splunk の送信先を使用する場合、ストリーミングデータは Splunk に配信され、オプションで、配信と同
時に S3 バケットにバックアップすることもできます。
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AWS へのサインアップ

Amazon Kinesis Data Firehose の
セットアップ

Kinesis Data Firehose を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。

タスク
• AWS へのサインアップ (p. 4)
• オプション: ライブラリとツールをダウンロードする (p. 4)

AWS へのサインアップ
アマゾン ウェブ サービス (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントが、Kinesis Data Firehose を
含む、AWS 内のすべてのサービスに自動的にサインアップされます。請求されるのは、使用したサービス
の料金のみです。

AWS アカウントを既にお持ちの場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してください。

AWS にサインアップしてアカウントを作成するには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

オプション: ライブラリとツールをダウンロードす
る

次のライブラリとツールは、Kinesis Data Firehose のプログラムによる操作、またはコマンドラインから
の操作に役立ちます。

• Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスは、Kinesis Data Firehose でサポートされている基本
的なオペレーションのセットです。

• Go、Java、.NET、Node.js、Python、および Ruby 用の AWS SDK は、Kinesis Data Firehose をサポー
トしており、サンプルが含まれています。

のお使いのバージョンに Kinesis Data FirehoseAWS SDK for Java のサンプルが含まれていない場合
は、から最新のAWS SDK をダウンロードできますGitHub。

• AWS Command Line Interface は、Kinesis Data Firehose をサポートしています。AWS CLI を使用する
と、複数の AWS サービスをコマンドラインから制御したり、スクリプトで自動化したりできます。
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送信元、送信先、および名前

Amazon Kinesis Data Firehose 配信
ストリームの作成

AWS Management Console または AWS SDK を使用して、選択した送信先に Kinesis Data Firehose 配信
ストリームを作成します。

配信ストリームの設定は、Kinesis Data Firehose コンソールまたは UpdateDestination を使用して、作
成後のいつでも更新できます。設定の更新中は Kinesis Data Firehose 配信ストリームは ACTIVE 状態の
ままとなり、データの送信を続行できます。通常、更新された設定は数分以内に有効になります。設定
を更新する度に、Kinesis Data Firehose 配信ストリームのバージョン番号は 1 の値ずつ上がり、配信さ
れる Amazon S3 オブジェクト名に反映されます。詳細については、「Amazon S3 オブジェクト名の形
式 (p. 90)」を参照してください。

以下のトピックでは、Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成する方法について説明します。

トピック
• 送信元、送信先、および名前 (p. 5)
• レコード変換とレコード形式の変換 (p. 6)
• 送信先設定 (p. 7)
• バックアップと詳細設定 (p. 24)

送信元、送信先、および名前
1. AWS Management Console にサインインし、Kinesis コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 

kinesis) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Data Firehose] を選択します。
3. [Create delivery stream (配信ストリームの作成)] を選択します。
4. 以下のフィールドに値を入力します。

Source (送信元)
• [Direct PUT、プロデューサーアプリケーションが直接書き込む Kinesis Data Firehose 配信スト

リームを作成するには、このオプションを選択します。現在、Kinesis Data Firehose の Direct 
PUT と統合されているサービス、エージェント、およびオープンソースサービスは次のとおり
です。AWS
• AWS SDK
• AWS Lambda
• AWSクラウドウォッチログ
• AWSクラウドウォッチイベント
• AWSクラウドメトリックストリーム
• AWSIOT
• AWSEventbridge
• Amazon SNS
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• AWSWAF ウェブ ACL ログ
• Amazon API Gateway
• Amazon Pinpoint
• Amazon MSK ブローカーログ
• Amazon Route 53 Resolver
• AWSNetwork Firewall 警告ログ
• AWSNetwork Firewall フローログ
• Amazon エラスティキャッシュ Redis スローログ
• Kinesis エージェント (Linux)
• Kinesis スタップ (ウィンドウズ)
• Fluentbit
• Fluentd
• Apache Nive

• Kinesis ストリーム: Kinesis データストリームをデータソースとして使用する Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームを設定するには、このオプションを選択します。これで、Kinesis 
Data Firehose を使用して、既存の Kinesis データストリームからデータを簡単に読み取り、送
信先にロードすることができるようになります。Kinesis Data Streams をデータソースとして
使用する方法の詳細については、「Kinesis データストリームを使用した Amazon Kinesis Data 
Firehose への書き込み」を参照してください。

配信ストリームの送信先

Kinesis Data Firehose の配信ストリームの送信先。Kinesis Data Firehose は、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3)、Amazon Redshift、Amazon OpenSearch Service、およびお客様
またはサードパーティーサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイントなど、さまざま
な送信先にデータレコードを送信できます。サポートされている送信先は次のとおりです。
• OpenSearch アマゾンサービス
• OpenSearch アマゾンサーバーレス
• Amazon Redshift
• Amazon S3
• Coralogix
• Datadog
• Dynatrace
• Elastic
• HTTP エンドポイント
• ハニカム
• Logic Monitor
• Logz.io
• MongoDB Cloud
• New Relic
• Splunk
• Sumo Logic

配信ストリーム名

Kinesis Data Firehose の配信ストリームの名前

レコード変換とレコード形式の変換
Kinesis Data Firehose を設定して、レコードデータを変換します。
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1. [AWS Lambda を使用してレコードを変換] セクションで、次のフィールドに値を入力します。

データ変換

受信データを変換しない Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成するには、[Disabled (無
効)] を選択します。

受信データを配信前に変換するために Kinesis Data Firehose が呼び出して使用する Lambda 関
数を指定するには、[Enabled (有効)] を選択します。いずれかの Lambda 設計図を使用して新し
い Lambda 関数を設定するか、既存の Lambda 関数を選択することができます。Lambda 関数に
は、Kinesis Data Firehose に必要なステータスモデルが含まれる必要があります。詳細について
は、「Amazon Kinesis Data Firehose のデータ変換 (p. 70)」を参照してください。

2. [Convert record format (レコード形式を変換)] セクションで、次のフィールドに値を入力します。

レコード形式の変換

入力データの形式を変換しない Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成するには、[Disabled 
(無効)] を選択します。

受信レコードの形式を変換するには、[Enabled (有効)] を選択し、目的の出力形式を指定します。
レコード形式を変換するために Kinesis Data Firehose が使用するスキーマを保持する、AWS 
Glue テーブルを指定する必要があります。詳細については、「レコード形式の変換 (p. 81)」
を参照してください。

AWS CloudFormation を使用してレコード形式の変換をセットアップする方法の例については、
「AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream」を参照してください。

送信先設定
このトピックでは、配信ストリームの送信先設定について説明します。

トピック
• 送信先に Amazon S3 を選択します。 (p. 8)
• 送信先に Amazon Redshift を選択する (p. 10)
• 送信先に OpenSearch Doniconiconicon (p. 11)
• 送信先に OpenSearch Diconiconiconitor を選択する (p. 12)
• 送信先に HTTP エンドポイントを選択する (p. 13)
• 送信先に Datadog を選択する (p. 14)
• Choose Honeycomb for Your Destination (p. 15)
• Choose Coralogix for Your Destination (p. 16)
• 送信先に Dynatrace を選択する (p. 17)
• LogicMonitor 送信先に Doniconicon (p. 18)
• Logiczz.io を選択する (p. 19)
• 送信先に MongoDB Cloud を選択する (p. 20)
• 送信先に New Relic を選択する (p. 21)
• 送信先に Splunk を選択する (p. 22)
• 送信先に Sumo Logic を選択する (p. 23)
• Choose Elastic for Your Destination (p. 23)
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送信先に Amazon S3 を選択します。
Kinesis Data Firehose 配信ストリームの送信先として Amazon S3 を使用するには、次の設定を指定する
必要があります。

• 以下のフィールドに値を入力します。

S3 バケット

ストリーミングデータの配信先となる、お客様が所有している S3 バケットを選択します。新し
い S3 バケットを作成するか、既存のバケットを選択することができます。

S3 バケットプレフィックス - オプション

動的パーティショニングを有効にしない場合、これはオプションのフィールドです。動的パー
ティショニングを有効にする場合は、エラー状態で Amazon S3 にデータを配信するときに 
Kinesis Data Firehose で使用する S3 エラーバケットプレフィックスを指定しなければなりませ
ん。Kinesis Data Firehose が受信データの動的パーティショニングを行えなかった場合、それら
のデータレコードはこの S3 エラーバケットプレフィックスに配信されます。詳細については、
「Amazon S3 オブジェクト名の形式 (p. 90)」および「カスタム Amazon S3 プレフィック
ス (p. 121)」を参照してください。

動的パーティショニング

[Enabled (有効)] をクリックして、動的パーティショニングを有効にして設定します。
マルチレコード集約解除

これは、配信ストリーム内のレコードを解析し、有効な JSON または指定された改行区切り文字
に基づいてレコードを分離するプロセスです。

複数のイベント、ログ、またはレコードを 1 PutRecord PutRecordBatch つの API コールに集約
した場合でも、動的パーティショニングを有効にして設定できます。集約データでは、動的パー
ティショニングを有効にすると、Kinesis Data Firehose はレコードを解析し、各 API コール内
で複数の有効な JSON オブジェクトを検索します。配信ストリームがソースとして Kinesis Data 
Stream で設定されている場合、Kinesis Producer Library (KPL) の組み込み集約を使用すること
もできます。データパーティション機能は、データが集約解除された後に実行されます。した
がって、各 API コールの各レコードを異なる Amazon S3 プレフィックスに配信できます。ま
た、Lambda 関数の統合を活用して、データパーティショニング機能の前に、その他の集約解除
やその他の変換を実行することもできます。

Important

データが集約されている場合、動的パーティショニングは、データの集約解除が実行さ
れた後にのみ適用できます。したがって、集約データに対して動的パーティショニング
を有効にする場合は、[Enabled (有効)] をクリックして、マルチレコード集約解除を有効
にします。

Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、KPL (protobuf) の集約解除、JSON または区切り文字
の集約解除、Lambda 処理、データパーティショニング、データ形式変換、および Amazon S3 配
信の順序で処理手順を実行します。

マルチレコード集約解除のタイプ

マルチレコード集約解除を有効にした場合、Kinesis Data Firehose でデータを集約解除する方法
を指定する必要があります。ドロップダウンメニューから [JSON] または [Delimited (区切り)] を
クリックします。

改行区切り記号

動的パーティションニングを有効にすると、Amazon S3 に配信されるオブジェクトのレコード間
に改行区切り記号を追加するように配信ストリームを設定できます。これを行うには、[[Enabled 
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(有効)] をクリックします。Amazon S3 に配信されるオブジェクトのレコード間に改行区切り文
字を追加しない場合は、 [Disabled (無効)] をクリックします。

インライン解析

これは、Amazon S3 にバインドされたデータの動的パーティショニングを行うためにサポート
されているメカニズムの 1 つです。データの動的パーティショニングにインライン解析を使用す
るには、パーティショニングキーとして使用するデータレコードパラメータを指定し、指定した
パーティショニングキーの値を提供する必要があります。[Enabled (有効)] をクリックして、イン
ライン解析を有効にして設定します。

Important

ソースレコードを変換するための上記の手順で AWS Lambda 関数を指定した場合、この
関数を使用して、S3 にバインドされたデータの動的パーティショニングを行い、インラ
イン解析を使用してパーティショニングキーを作成できます。動的パーティションニン
グでは、インライン解析または AWS Lambda 関数を使用して、パーティショニングキー
を作成します。あるいは、インライン解析と AWS Lambda 関数を同時に使用して、パー
ティショニングキーを作成できます。

動的パーティショニングキー

[キー] および [値] フィールドを使用して、動的パーティションニングキーとして使用するデータ
レコードパラメータを指定し、動的パーティショニングキーの値を生成するための jq クエリを指
定することができますます。Kinesis Data Firehose では jq 1.6 のみをサポートしています。最大 
50 個の動的パーティショニングキーを指定できます。配信ストリームの動的パーティショニング
を正常に設定するには、動的パーティショニングキーの値に有効な jq 式を入力する必要がありま
す。

S3 バケットプレフィックス

動的パーティショニングを有効にして設定する場合は、Kinesis Data Firehose がパーティション
化されたデータを配信する S3 バケットプレフィックスを指定する必要があります。

動的パーティショニングを正しく設定するには、S3 バケットプレフィクスの数が、指定したパー
ティショニングキーの数と同じである必要があります。

ソースデータは、インライン解析または指定した AWS Lambda 関数を用いてパーティショニン
グできます。ソースデータのパーティショニングキーを作成するためにAWS Lambda 関数を指
定した場合、「partitionKeyFromlambda: keyID」の形式を使用して S3 バケットプレフィックス
値を手動で入力する必要があります。インライン解析を使用してソースデータのパーティショ
ニングキーを指定する場合は、「動的パーティショニングキーの適用」ボタンをクリックし、
[partitionKeyFrom動的パーティショニングキーの適用] ボタンをクリックし、[動的パーティショ
ニングキーの適用] ボタンをクリックし、動的パーティショニングキーと値のペアを使用して S3 
バケットプレフィックスを自動生成することができます。インライン解析またはAWS Lambda 
のいずれかを用いてデータのパーティショニングを行うときに、S3 バケットプレフィックスで
次の式フォームを使用することもできます。 {namespace: value}。名前空間は partitionKeyFrom 
Query または partitionKeyFrom Lambda のどちらでもかまいません。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

S3 の圧縮と暗号化

GZIP、Snappy、Zip、または Hadoop 互換の Snappy データ圧縮、またはデータ圧縮なしを選択
します。Snappy、Zip、および Hadoop 互換の Snappy 圧縮は、Amazon Redshift を送信先とす
る配信ストリームには使用できません。

Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 に配信されたデータを暗号化するために、AWS Key 
Management Service (AWS KMS) を用いて Amazon S3 サーバー側の暗号化をサポートします。
データを暗号化しない選択や、お客様が所有している AWS KMS キーのリストのキーを使用した9
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暗号化の選択が可能です。詳細については、「AWS KMS マネジージドキーによるサーバー側の
暗号化 (SSE-KMS) を使用したデータの保護」を参照してください。

送信先に Amazon Redshift を選択する
このセクションでは、配信ストリームの送信先として Amazon Redshift を使用するための設定について説
明します。

• 以下のフィールドに値を入力します。

クラスター

S3 バケットデータのコピー先となる Amazon Redshift クラスター。Amazon Redshift クラスター
をパブリックアクセス可能に設定し、Kinesis Data Firehose の IP アドレスをブロック解除しま
す。詳細については、「Amazon Redshift の送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付
与する  (p. 50)」を参照してください。

User name

Amazon Redshift クラスターへのアクセス許可がある Amazon Redshift ユーザー。このユーザー
には、S3 バケットから Amazon Redshift クラスターにデータをコピーする Amazon Redshift
INSERT アクセス許可が必要です。

[Password] (パスワード)

クラスターへのアクセス許可を持つユーザーのパスワード。
データベース

データのコピー先となる Amazon Redshift データベース。
テーブル

データのコピー先となる Amazon Redshift テーブル。
[Columns] (列)

(オプション) データのコピー先となるテーブル内の特定の列。Amazon S3 オブジェクトで定義し
た列数が Amazon Redshift テーブル内の列数より少ない場合に、このオプションを使用します。

中間の S3 送信先

Kinesis Data Firehose は最初にデータを S3 バケットに配信してから、Amazon Redshift COPY
コマンドを発行してデータを Amazon Redshift クラスターにロードします。ストリーミングデー
タの配信先となる、お客様が所有している S3 バケットを指定します。新しい S3 バケットを作成
するか、お客様が所有する既存のバケットを選択します。

Kinesis Data Firehose は、Amazon Redshift クラスターにロードした後で S3 バケットからデー
タを削除することはしません。ライフサイクル設定を使用して、S3 バケットでデータを管理でき
ます。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「オブジェクトのラ
イフサイクルの管理」を参照してください。

中間の S3 プレフィックス

(オプション) Amazon S3 オブジェクトに対してデフォルトのプレフィックスを使用するには、こ
のオプションを空白のままにします。Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 オブジェクトに提供
された "YYYY/MM/dd/HH" UTC 時間形式をプレフィックスで自動的に使用する点に注意してくだ
さい。このプレフィックスの開始に追加できます。詳細については、「Amazon S3 オブジェクト
名の形式 (p. 90)」を参照してください。
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COPY オプション

Amazon Redshift COPY コマンドで指定できるパラメータです。これらのパラメータは、設
定に必要になる場合があります。たとえば、Amazon S3 データ圧縮が有効な場合は、"GZIP" 
が必要です。S3 バケットが Amazon Redshift クラスターと同じ AWS リージョンにない場合
は、"REGION" が必要です。詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの
「COPY」を参照してください。

COPY コマンド

Amazon Redshift COPY コマンド。詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイ
ドの「COPY」を参照してください。

再試行の期間

Amazon Redshift クラスターへのデータ COPY が失敗した場合に Kinesis Data Firehose が再試行
する時間 (0～7200 秒)です。Kinesis Data Firehose は再試行の期間が終了するまで 5 分ごとに再
試行します。再試行の期間を 0 (ゼロ) 秒に設定した場合、Kinesis Data Firehose は COPY コマン
ドが失敗しても再試行しません。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

S3 の圧縮と暗号化

[GZIP] または [データ圧縮なし] を選択します。

Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 に配信されたデータを暗号化するために、AWS Key 
Management Service (AWS KMS) を用いて Amazon S3 サーバー側の暗号化をサポートします。
データを暗号化しない選択や、お客様が所有している AWS KMS キーのリストのキーを使用した
暗号化の選択が可能です。詳細については、「AWS KMS マネジージドキーによるサーバー側の
暗号化 (SSE-KMS) を使用したデータの保護」を参照してください。

送信先に OpenSearch Doniconiconicon
このセクションでは、送信先に OpenSearch Service を使用するためのオプションについて説明します。

• 以下のフィールドに値を入力します。

OpenSearch サービスドメイン

OpenSearch データの配信先となるService ドメイン。
[Index] (インデックス)

OpenSearch Service OpenSearch クラスターに対してデータのインデックスを作成するときに使
用するService のインデックス名。

インデックスのローテーション

OpenSearch Service インデックスをローテーションするかどうかと、その頻度を選択します。
インデックスのローテーションが有効になっている場合、Kinesis Data Firehose は指定されたイ
ンデックス名に対応するタイムスタンプを追加し、ローテーションします。詳細については、「
OpenSearch サービス先のインデックスのローテーション (p. 90)」を参照してください。

[Type] (タイプ)

OpenSearch Service OpenSearch クラスターに対してデータのインデックスを作成するときに使
用するService タイプ名。Elasticticch 7.x と OpenSearch 1.x では、インデックスあたり 1 つのタ
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イプのみが存在できます。すでに別のタイプを持つ既存のインデックスに新しいタイプを指定し
ようとすると、Kinesis Data Firehose はランタイム時にエラーを戻します。

Elasticsearch 7.x では、このフィールドは空のままにします。
再試行の期間

OpenSearch サービスクラスターへのインデックスのリクエストが失敗した場合に再試行する 
Kinesis Data Firehose hose の時間 (0～7200 秒)。Kinesis Data Firehose は再試行の期間が終
了するまで 5 分ごとに再試行します。再試行期間を 0 (ゼロ) 秒に設定した場合、Kinesis Data 
Firehose はインデックスリクエストが失敗しても再試行しません。

送信先 VPC 接続

OpenSearch Service ドメインがプライベート VPC 内にある場合は、このセクションを使用して
その VPC を指定します。また、Kinesis Data Firehose OpenSearch で使用するサブネットとサ
ブグループも指定します。Doma OpenSearch Service ドメインで使用しているのと同じセキュリ
ティグループを使用することも、別のセキュリティグループを使用することもできます。別のセ
キュリティグループを指定する場合は、そのセキュリティグループへのアウトバウンド HTTPS 
OpenSearch トラフィックを必ず許可します。また、 OpenSearch サービスドメインのセキュ
リティグループで、配信ストリームの設定時に指定したセキュリティグループからの HTTPS ト
ラフィックを必ず許可します。 OpenSearch 配信ストリームとService ドメインの両方に同じセ
キュリティグループを使用する場合は、セキュリティグループのインバウンドルールで HTTPS 
トラフィックを必ず許可します。セキュリティグループのルールの詳細については、Amazon 
VPCドキュメントの「セキュリティグループのルール」を参照してください。

バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

送信先に OpenSearch Diconiconiconitor を選択する
このセクションでは、送信先に OpenSearch Service を使用するためのオプションについて説明します。

• 以下のフィールドに値を入力します。

OpenSearch サーバーレスコレクション

データの配信先となる OpenSearch Service index グループのエンドポイント。
[Index] (インデックス)

OpenSearch Service OpenSearch コレクションに対してデータのインデックスを作成するときに
使用するサーバーレスポンスコード名。

送信先 VPC 接続

OpenSearch Service コレクションがプライベート VPC 内にある場合は、このセクションを使用
してその VPC を指定します。また、 OpenSearch サーバーレスコレクションにデータを送信す
るときに Kinesis Data Firehose で使用するサブネットとサブグループも指定します。

再試行の期間

OpenSearch サーバーレスコレクションへのインデックスのリクエストが失敗した場合に再試行
する Kinesis Data Firehose hose の時間 (0～7200 秒)。Kinesis Data Firehose は再試行の期間が
終了するまで 5 分ごとに再試行します。再試行期間を 0 (ゼロ) 秒に設定した場合、Kinesis Data 
Firehose はインデックスリクエストが失敗しても再試行しません。
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バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

送信先に HTTP エンドポイントを選択する
このセクションでは、送信先に HTTP エンドポイントを使用するためのオプションについて説明します。

Important

HTTP エンドポイントを送信先として選択した場合は、付録 - HTTP エンドポイント配信リクエス
トとレスポンスの仕様 (p. 148) の手順を確認して従ってください。

• 以下のフィールドに値を入力します。

HTTP エンドポイント名 - オプション

HTTP エンドポイントのわかりやすい名前を指定します。例えば、My HTTP Endpoint 
Destination。

HTTP エンドポイント URL

HTTP エンドポイントの URL を次の形式で指定します: https://
xyz.httpendpoint.com。URL は HTTPS URL であることが必要です。

アクセスキー - オプション

エンドポイントの所有者に連絡して、Kinesis Data Firehose からエンドポイントへのデータ配信
を有効にするためのアクセスキー (必要な場合) を取得します。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。[GZIP] または [Disabled (無効)] をクリックして、リクエス
トのコンテンツエンコーディングを有効/無効にします。

再試行の期間

選択された HTTP エンドポイントへのデータの送信を Kinesis Data Firehose が再試行する時間を
指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
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Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

Important

HTTP エンドポイントの送信先で、413 のレスポンスコードが表示される場合は、配信
ストリームのバッファリングヒントサイズを小さくして、もう一度試してください。 
CloudWatch

送信先に Datadog を選択する
このセクションでは、送信先に Datadog を使用するためのオプションについて説明します。Datadog の詳
細については、「https://docs.datadoghq.com/integrations/amazon_web_services/」を参照してください。

• 以下のフィールドに値を入力します。

HTTP エンドポイント URL

ドロップダウンメニューの次のオプションから HTTP エンドポイント URL を選択します。
• データドッグログ-US1
• データドッグログ-US5
• Datadog ログ - EU
• Datadog ログ - GOV
• Datadog メトリクス - 米国
• Datadog メトリクス - EU

API キー

Datadog に連絡して、Kinesis Data Firehose からこのエンドポイントへのデータ配信を有効にす
るために必要な API キーを取得します。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。[GZIP] または [Disabled (無効)] をクリックして、リクエス
トのコンテンツエンコーディングを有効/無効にします。

再試行の期間

選択された HTTP エンドポイントへのデータの送信を Kinesis Data Firehose が再試行する時間を
指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。 14
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再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

Choose Honeycomb for Your Destination
このセクションでは、送信先に Honeichose を使用するためのオプションについて説明しま
す。Honeycomb の詳細については、https://docs.honeycomb.io/getting-data-in /metrics/aws-cloudwatch-
metrics/を参照してください。

• 以下のフィールドに値を入力します。

ハニカム Kinesis エンドポイント

HTTP エンドポイントの URL を次の形式で指定します:https://api.honeycomb.io/1/kinesis_events/
{{dataset}}。

API キー

Honeesis Data Firehose からこのエンドポイントへのデータ配信を有効にするために必要な API 
キーhose からこのエンドポイントへのデータ配信を有効にするために必要な API キーを取得しま
す。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。GZIP を選択し、リクエストのコンテンツエンコーディング
を有効にします。これはハニカムデスティネーションにおすすめのオプションです。

再試行の期間

選択された HTTP エンドポイントへのデータの送信を Kinesis Data Firehose が再試行する時間を
指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
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Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

Choose Coralogix for Your Destination
このセクションでは、送信先に Cadog を使用するためのオプションについて説明します。Coralogix の詳
細については、https://coralogix.com/integrations/aws-firehose を参照してください。

• 以下のフィールドに値を入力します。

HTTP エンドポイント URL

ドロップダウンメニューの次のオプションから HTTP エンドポイント URL を選択します。
• コラロジックス-米国
• コラロジックス-シンガポール
• コラロジックス-アイルランド
• コラロジックス-インド
• コラロジックス-ストックホルム

プライベートキー

Coralogix からこのエンドポイントへのデータ配信を有効にするために必要なプライベートキー
Kinesis Data Firehose。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。GZIP を選択し、リクエストのコンテンツエンコーディング
を有効にします。これはCoralogixの目的地におすすめのオプションです。

再試行の期間

選択された HTTP エンドポイントへのデータの送信を Kinesis Data Firehose が再試行する時間を
指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 16
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Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。
• applicationName: Data Firehose を実行している環境
• サブシステム名:データファイアホースインテグレーションの名前
• コンピューター名:使用中の配信ストリームの名前。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

送信先に Dynatrace を選択する
このセクションでは、送信先に Dynatrace を使用するためのオプションについて説明します。詳細につい
ては、https://www.dynatrace.com/support/help/technology-support/cloud-platforms/amazon-web-services /
integrations/cloudwatch-metric-streams/を参照してください。

• 以下のフィールドに値を入力します。

HTTP エンドポイント URL

ドロップダウンメニューから、HTTP エンドポイント URL (Dynatrace US、Dynatrace EU、また
はDynatrace Global) を選択します。

API トークン

Kinesis Data Firehose からのデータ配信に必要な Dynatrace API トークンを生成します。詳細
については、「https://www.dynatrace.com/support/help/dynatrace-api/basics/」dynatrace-api-
authentication を参照してください。

API URL

Dynatrace 環境の API URL を指定します。
コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。[GZIP] または [Disabled (無効)] をクリックして、リクエス
トのコンテンツエンコーディングを有効/無効にします。

再試行の期間

選択された HTTP エンドポイントへのデータの送信を Kinesis Data Firehose が再試行する時間を
指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。
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再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

Important

Dynatrace を指定したターゲットとして使用する場合は、少なくとも 1 つのパラメータ
キーと値のペアを指定する必要があります。このキー dt-url の名前を付け、その値を 
Dynatrace 環境の URL (たとえば、https://xyzab123456.dynatrace.live.com) 
に設定する必要があります。オプションで、追加のパラメータキーと値のペアを指定し
て、選択したカスタム名と値に設定できます。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

LogicMonitor 送信先に Doniconicon
このセクションでは、送信先に LogicMonitor を使用するためのオプションについて説明します。詳細につ
いては、「https://www.logicmonitor.com」を参照してください。

• 以下のフィールドに値を入力します。

HTTP エンドポイント URL

HTTP エンドポイントの URL を次の形式で指定します: https://ACCOUNT.logicmonitor.com
API キー

LogicMonitor お問い合わせ先に Data Firehose からこのエンドポイントへのデータ配信を有効に
するために必要な API キーhose からこのエンドポイントへのデータ配信を有効にするために必要
な API キーを取得します。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。[GZIP] または [Disabled (無効)] をクリックして、リクエス
トのコンテンツエンコーディングを有効/無効にします。

再試行の期間

選択された HTTP エンドポイントへのデータの送信を Kinesis Data Firehose が再試行する時間を
指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

18

https://www.logicmonitor.com


Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
Logiczz.io を選択する

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

Logiczz.io を選択する
このセクションでは、送信先に Logiczz.io を使用するためのオプションについて説明します。詳細につい
ては、https://logz.io/ を参照してください。

Note

ヨーロッパ (ミラノ) リージョンでは、Logz.io は Amazon Kinesis Data Firehose のデスティネー
ションとしてはサポートされていません。

• 以下のフィールドに値を入力します。

HTTP エンドポイント URL

HTTP エンドポイントの URL を次の形式で指定します: https://listener-aws-metrics-
stream-<region>.logz.io/。例えば、https://listener-aws-metrics-stream-
us.logz.io/。URL は HTTPS URL であることが必要です。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。[GZIP] または [Disabled (無効)] をクリックして、リクエス
トのコンテンツエンコーディングを有効/無効にします。

再試行の期間

Kinesis Data Firehose が Logz.io へのデータ送信を再試行する期間を指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。
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Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
送信先に MongoDB Cloud を選択する

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

送信先に MongoDB Cloud を選択する
このセクションでは、送信先に MongoDB Cloud を使用するためのオプションについて説明します。詳細
については、https://www.mongodb.com を参照してください。

• 以下のフィールドに値を入力します。

MongoDB Realm webhook URL

HTTP エンドポイントの URL を次の形式で指定します: https://webhooks.mongodb-
realm.com。URL は HTTPS URL であることが必要です。

API キー

MongoDB Cloud に連絡して、Kinesis Data Firehose からこのエンドポイントへのデータ配信を
有効にするために必要な API キーを取得します。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。[GZIP] または [Disabled (無効)] をクリックして、リクエス
トのコンテンツエンコーディングを有効/無効にします。

再試行の期間

Kinesis Data Firehose が、選択したサードパーティープロバイダーへのデータの送信を再試行す
る期間を指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。
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Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
送信先に New Relic を選択する

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

送信先に New Relic を選択する
このセクションでは、送信先に New Relic を使用するためのオプションについて説明します。詳細につい
ては、https://newrelic.com を参照してください。

• 以下のフィールドに値を入力します。

HTTP エンドポイント URL

ドロップダウンメニューの次のオプションから HTTP エンドポイント URL を選択します。
• New Relic ログ - 米国
• New Relic メトリクス - 米国
• New Relic メトリクス - EU

API キー

New Relic ワンアカウント設定から、ライセンスキー (40 文字の 16 進数文字列) を入力します。
この API キーは、Kinesis Data Firehose からこのエンドポイントへのデータ配信を有効にするた
めに必要です。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。[GZIP] または [Disabled (無効)] をクリックして、リクエス
トのコンテンツエンコーディングを有効/無効にします。

再試行の期間

Kinesis Data Firehose が New Relic HTTP エンドポイントへのデータの送信を再試行する時間を
指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
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Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
送信先に Splunk を選択する

Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

送信先に Splunk を選択する
このセクションでは、送信先に Splunk を使用するためのオプションについて説明します。

• 以下のフィールドに値を入力します。

Splunk クラスターエンドポイント

エンドポイントを確認するには、Splunk ドキュメントの Configure Amazon Kinesis Firehose to 
Send Data to the Splunk Platform を参照してください。

Splunk エンドポイントタイプ

ほとんどの場合は Raw endpoint を選択します。イベントタイプごとに異なるインデックス
にデータを送信するために AWS Lambda を使用してデータを事前処理している場合は、Event 
endpoint を選択します。使用するエンドポイントについては、Splunk ドキュメントの
「Configure Amazon Kinesis Firehose to send data to the Splunk platform」を参照してくださ
い。

認証トークン

Kinesis Data Firehose からデータを受信できる Splunk エンドポイントをセットアップするに
は、Splunk ドキュメントの「Installation and Configuration Overview for the Splunk Add-on for 
Amazon Kinesis Firehose」を参照してください。この配信ストリームのエンドポイントを設定す
るときに Splunk から取得したトークンを保存し、ここで追加します。

HEC 送達確認のタイムアウト

Kinesis Data Firehose が Splunk からのインデックス送達確認を待機する時間を指定しま
す。Splunk が確認を送信しないままタイムアウトに達すると、Kinesis Data Firehose ではデータ
配信失敗と見なされます。その後、Kinesis Data Firehose は設定された再試行期間値に従って、
再試行するか、データを Amazon S3 バケットにバックアップします。

再試行の期間

Kinesis Data Firehose が Splunk へのデータ送信を再試行する期間を指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず Splunk からの送達確認を待機します。エラーが
発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis Data Firehose 
で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けられます。その
後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 バケットに
バックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを Splunk に送信するたびに (初回か再試行かにかかわらず)、送達
確認タイムアウトカウンターが再度開始され、Splunk からの送達確認を待機します。

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。
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Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
送信先に Sumo Logic を選択する

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。

送信先に Sumo Logic を選択する
このセクションでは、送信先に Sumo Logic を使用するためのオプションについて説明します。詳細につ
いては、「https://www.sumologic.com」を参照してください。

• 以下のフィールドに値を入力します。

HTTP エンドポイント URL

HTTP エンドポイントの URL を次の形式で指定します: https://deployment 
name.sumologic.net/receiver/v1/kinesis/dataType/access token。URL は 
HTTPS URL であることが必要です。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。[GZIP] または [Disabled (無効)] をクリックして、リクエス
トのコンテンツエンコーディングを有効/無効にします。

再試行の期間

Kinesis Data Firehose が Sumo Logic へのデータの送信を再試行する期間を指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。Elastic Donitor の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。

Choose Elastic for Your Destination
このセクションでは、送信先に Elastic を使用するためのオプションについて説明します。

• 以下のフィールドに値を入力します。

23

https://www.sumologic.com


Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
バックアップと詳細設定

エラスティックエンドポイント URL

HTTP エンドポイントの URL を次の形式で指定します: https://<cluster-
id>.es.<region>.aws.elastic-cloud.com。URL は HTTPS URL であることが必要です。

API キー

Elasesis Data Firehose からデータ配信を有効にするために必要な API キーhose からの API キー
hose からの API キーhose からの API キーhose からの API キーhose からの API キーhose を取
得します。

コンテンツエンコーディング

Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用
してリクエストの本文を圧縮します。[Disabled (無効)] をクリックして、リクエストのコンテン
ツエンコーディングを有効/無効にします。

再試行の期間

Kinesis Data Firehose が Elastic へのデータ送信を再試行する期間を指定します。

データの送信後、Kinesis Data Firehose はまず HTTP エンドポイントからの送達確認を待機しま
す。エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis 
Data Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けら
れます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 
バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントに送信するたびに (初回か再試行かにか
かわらず)、送達確認タイムアウトカウンターが再度開始され、HTTP エンドポイントからの送達
確認を待機します。

再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイム
アウト期間に達するまで送達確認を待機し続けます。確認がタイムアウトすると、Kinesis Data 
Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかを判別します。残り時間がある場合は、
確認が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

Kinesis Data Firehose でデータの送信を再試行しない場合は、この値を 0 に設定します。
Parameters - オプション

Kinesis Data Firehose では、各 HTTP コールにこれらのキーと値のペアが含まれます。これらの
パラメータを使用すると、送信先の識別や整理に役立ちます。

S3 バッファのヒント

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、指定された送信先にデータを送信しま
す。Elastic Donitor の推奨バッファサイズは 1 MiB です。

バックアップと詳細設定
このトピックでは、Kinesis Data Firehose 配信ストリームのバックアップと詳細設定の設定方法について
説明します。

バックアップ設定
Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 を使用して、選択した送信先への配信を試みるすべてのデータまた
は失敗したデータのみをバックアップします。次のいずれかを選択した場合は、Kinesis Data Firehose 配
信ストリームの S3 バックアップ設定を指定できます。

24



Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
詳細設定

• Amazon S3 を Kinesis Data Firehose 配信ストリームの送信先として設定し、データレコードを変換す
る AWS Lambda 関数を指定することを選択した場合、または配信ストリームのデータレコード形式を
変換することを選択した場合。

• Amazon Redshift を Kinesis Data Firehose 配信ストリームの送信先として設定し、データレコードを変
換する AWS Lambda 関数を指定することを選択した場合。

• Kinesis Data Firehose 配信ストリームの送信先として、次のサービスのいずれかを設定した場
合。Amazon OpenSearch Service、Datadog、DynatRace、HTTP Endpoint、LogicMonitor、MongoDB 
Cloud、New Relic、Splunk、または Sumo Logic。

Kinesis Data Firehose 配信ストリームのバックアップ設定は次のとおりです。

• Amazon S3 でのソースレコードバックアップ- S3 または Amazon Redshift が選択した送信先である場
合、この設定は、ソースデータのバックアップを有効にするか無効のままにするかを示します。選択し
た送信先としてサポートされている他のサービス (S3 または Amazon Redshift 以外) が設定されている
場合、この設定は、すべてのソースデータまたは失敗したデータのみをバックアップするかどうかを示
します。

• S3 バックアップバケット - これは、Kinesis Data Firehose がデータをバックアップする S3 バケットで
す。

• S3 バックアップバケットプレフィックス- これは、Kinesis Data Firehose がデータをバックアップする
プレフィックスです。

• S3 バックアップバケットエラー出力プレフィックス - すべての失敗したデータは、この S3 バケットエ
ラー出力プレフィックスにバックアップされます。

• バッファーヒント、圧縮およびバックアップの暗号化 - Kinesis Data Firehose は、選択した送信先に
配信しようとするすべてのデータまたは失敗したデータのみをバックアップするために Amazon S3 を
使用します。Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 に配信 (バックアップ) する前に受信データをバッ
ファします。バッファサイズ (1～128 MB) およびバッファ間隔 (60～900 秒) を選択できます。最初に
満たした条件によって、Amazon S3 へのデータ配信がトリガーされます。データ変換を有効にした場合
は、変換されたデータが Kinesis Data Firehose によって受信されてから Amazon S3 に配信されるまで
の時間、バッファ間隔が適用されます。送信先へのデータ配信が配信ストリームへのデータ書き込みよ
りも遅れると、Kinesis Data Firehose はバッファサイズを動的に引き上げて遅れを取り戻します。この
アクションにより、すべてのデータが送信先に適切に配信されます。

• S3 圧縮と暗号化 - GZIP、Snappy、Zip、Hadoop 互換の Snappy データ圧縮、またはデータ圧縮なしを
選択します。Snappy、Zip、および Hadoop 互換の Snappy 圧縮は、Amazon Redshift を送信先とする
配信ストリームには使用できません。

Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 に配信されたデータを暗号化するために、AWS Key 
Management Service (AWS KMS) を用いて Amazon S3 サーバー側の暗号化をサポートします。データ
を暗号化しない選択や、お客様が所有している AWS KMS キーのリストのキーを使用した暗号化の選択
が可能です。詳細については、「AWS KMS マネジージドキーによるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) 
を使用したデータの保護」を参照してください。

詳細設定
Kinesis Data Firehose 配信ストリームの詳細設定を以下に示します。

• サーバー側の暗号化 - Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 に配信されたデータを暗号化するため
に、AWS Key Management Service (AWS KMS) を用いて Amazon S3 サーバー側の暗号化をサポート
します。詳細については、「AWS KMS マネジージドキーによるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) を使
用したデータの保護」を参照してください。

• エラーログ記録 - データ変換が有効な場合、Kinesis Data Firehose では Lambda 呼び出しをログに記
録したり、CloudWatch Logs にデータ配信エラーを送信したりできます。Lambda 呼び出しやデータ配
信が失敗した場合は、特定のエラーログを表示することができます。詳細については、「CloudWatch 
Logs を使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング」を参照してください。
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• アクセス許可 - Kinesis Data Firehose は、配信ストリームに必要なすべてのアクセス許可に対して、
この IAM ロールを使用します。必要なアクセス許可が自動的に割り当てられる新しいロールを作成
するか、Kinesis Data Firehose 用に作成された既存のロールを選択できます。ロールは、S3 バケッ
ト、AWS KMS キー (データ暗号化が有効な場合)、Lambda 関数 (データ変換が有効な場合) に対するア
クセス権を Kinesis Data Firehose に付与するために使用されます。コンソールはプレースホルダーを
使ってロールを作成する可能性があります。詳細については、「IAM とは何ですか?」を参照してくだ
さい。

• タグ - タグを追加して、AWS リソースを整理し、コストを追跡し、アクセスを制御することができま
す。

バックアップと詳細設定を選択したら、選択内容を確認し、[配信ストリームの作成] を選択します。

新しい Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、使用可能になる前にしばらく [作成中] 状態になりま
す。Kinesis Data Firehose 配信ストリームが [アクティブ] 状態になったら、プロデューサーからそこに
データの送信を開始することができます。
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サンプルデータを使用した配信スト
リームのテスト

AWS Management Consoleを使用して、シミュレートされた株価データを取り込むことができます。コン
ソールによってブラウザでスクリプトが実行されて、サンプルレコードが Kinesis Data Firehose 配信スト
リームに挿入されます。これにより、独自のテストデータを生成することなく、配信ストリームの設定を
テストできます。

以下に示しているのは、シミュレートされたデータの例です。

{"TICKER_SYMBOL":"QXZ","SECTOR":"HEALTHCARE","CHANGE":-0.05,"PRICE":84.51}

配信ストリームからデータが送信されるときは、標準の Amazon Kinesis Data Firehose 料金が適用されま
すが、データが生成されるときは、料金は発生しません。これらの料金の発生を停止するために、いつで
もコンソールからサンプルストリームを停止できます。

目次
• 前提条件 (p. 27)
• 送信先として Amazon S3 を使用してテストする (p. 27)
• 送信先として Amazon Redshift を使用してテストする (p. 28)
• を使用してテストするOpenSearch送信先としてのサービス (p. 28)
• 送信先として Splunk を使用してテストする (p. 29)

前提条件
開始する前に、配信ストリームを作成します。詳細については、「」を参照してくださいAmazon Kinesis 
Data Firehose 配信ストリームの作成 (p. 5)

送信先として Amazon S3 を使用してテストする
以下の手順で、送信先として Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用して配信ストリームを
テストします。

Amazon S3 を使用して配信ストリームをテストするには

1. Kinesis Data Firehose コンソール (https://console.aws.amazon.com/firehose/) を開きます。
2. 配信ストリームを選択します。
3. [Test with demo data] で、[Start sending demo data] を選択して、サンプル株価データを生成します。
4. 画面の指示に従って、S3 バケットにデータが配信されていることを確認します。バケットのバッファ

設定に基づいて、新しいオブジェクトがバケットに表示されるまでに数分かかる場合があります。
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5. テストが完了したら、[Stop sending demo data] を選択して、利用料金の発生を停止します。

送信先として Amazon Redshift を使用してテスト
する

以下の手順で、送信先として Amazon Redshift を使用して配信ストリームをテストします。

Amazon Redshift を使用して配信ストリームをテストするには

1. 配信ストリームでは、Amazon Redshift クラスターにテーブルがあることが必要です。SQL インター
フェイスを使用して Amazon Redshift に接続し、以下のステートメントを実行して、サンプルデータ
を受け入れるテーブルを作成します。

create table firehose_test_table
( 
 TICKER_SYMBOL varchar(4), 
 SECTOR varchar(16), 
 CHANGE float, 
 PRICE float
);

2. Kinesis Data Firehose コンソール (https://console.aws.amazon.com/firehose/) を開きます。
3. 配信ストリームを選択します。
4. 新しく作成した firehose_test_table テーブルを参照するように、配信ストリームの送信先の詳

細を編集します。
5. [Test with demo data] で、[Start sending demo data] を選択して、サンプル株価データを生成します。
6. 画面の指示に従って、テーブルにデータが配信されていることを確認します。バッファ設定に基づい

て、新しい行がテーブルに表示されるまでに数分かかる場合があります。
7. テストが完了したら、[Stop sending demo data] を選択して、利用料金の発生を停止します。
8. 別のテーブルを参照するように、Kinesis Data Firehose 配信ストリームの送信先の詳細を編集しま

す。
9. (オプション) firehose_test_table テーブルを削除します。

を使用してテストするOpenSearch送信先としての
サービス

以下の手順で、Amazon を使用して配信ストリームをテストします。OpenSearch目的地としてのサービ
ス。

を使用して配信ストリームをテストするにはOpenSearchサービス

1. Kinesis Data Firehose コンソール (https://console.aws.amazon.com/firehose/) を開きます。
2. 配信ストリームを選択します。
3. [Test with demo data] で、[Start sending demo data] を選択して、サンプル株価データを生成します。
4. 画面の指示に従って、にデータが配信されていることを確認します。OpenSearchService ドメイン。

詳細については、「」を参照してください。でドキュメントを検索するOpenSearchService ドメイ
ンのアマゾンOpenSearchService 開発者ガイド。

5. テストが完了したら、[Stop sending demo data] を選択して、利用料金の発生を停止します。

28

https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/connecting-to-cluster.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/connecting-to-cluster.html
https://console.aws.amazon.com/firehose/
https://console.aws.amazon.com/firehose/
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/es-gsg-search.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/es-gsg-search.html


Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
送信先として Splunk を使用してテストする

送信先として Splunk を使用してテストする
以下の手順で、送信先として Splunk を使用して配信ストリームをテストします。

Splunk を使用して配信ストリームをテストするには

1. Kinesis Data Firehose コンソール (https://console.aws.amazon.com/firehose/) を開きます。
2. 配信ストリームを選択します。
3. [Test with demo data] で、[Start sending demo data] を選択して、サンプル株価データを生成します。
4. Splunk インデックスにデータが配信されるかどうかを確認します。Splunk の検索用語の例は

sourcetype="aws:firehose:json" および index="name-of-your-splunk-index" です。
イベントを検索する方法の詳細については、Splunk のドキュメントの Search Manual を参照してく
ださい。

Splunk インデックスでテストデータが表示されない場合は、Amazon S3 バケットで失敗したイベン
トを確認します。また、「データが Splunk に配信されない」を参照してください。

5. テストが完了したら、[Stop sending demo data] を選択して、利用料金の発生を停止します。
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Amazon Kinesis Data Firehose 配信
ストリームへのデータの送信

さまざまなソースタイプを使用してデータを Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信できます。を使
用して Kinesis データストリーム、Kinesis エージェント、または Kinesis Data Firehose API を使用できま
す。AWSSDK。また、Amazon CloudWatch Logs、CloudWatch Events、またはデータソースとして AWS 
IoT を選択します。Kinesis Data Firehose を初めて使用する場合、時間を取って「Amazon Kinesis Data 
Firehose とは何ですか? (p. 1)」で説明している概念と用語を理解してください。

Note

AWS の一部のサービスは、同じリージョンにある Kinesis Data Firehose 配信ストリームにメッ
セージおよびイベントのみ送信できます。Amazon CloudWatch Logs、CloudWatch Events、また
は AWS IoT 用のターゲットを設定しているとき、配信ストリームがオプションとして表示されな
い場合、Kinesis Data Firehose 配信ストリームが他のサービスと同じリージョンにあることを確
認します。

トピック
• Kinesis Data Streams を使用した Kinesis Data Firehose への書き込み (p. 30)
• Kinesis エージェントを使用した Kinesis Data Firehose への書き込み (p. 31)
• AWS SDK を使用した Kinesis Data Firehose への書き込み (p. 42)
• CloudWatch Logs を使用した Kinesis Data Firehose への書き込み (p. 43)
• CloudWatch Events を使用した Kinesis Data Firehose への書き込み (p. 43)
• AWS IoT を使用した Kinesis Data Firehose への書き込み (p. 43)

Kinesis Data Streams を使用した Kinesis Data 
Firehose への書き込み

Kinesis Data Firehose 配信ストリームに情報を送信するように Amazon Kinesis Data Streams を設定でき
ます。

Important

Kinesis Producer Library (KPL) を使用して Kinesis データストリームにデータを書き込む場合、
集約を使用してその Kinesis データストリームに書き込むレコードを結合できます。その後その
データストリームを Kinesis Data Firehose 配信ストリームのソースとして使用する場合、Kinesis 
Data Firehose はレコードの集約を解除してから送信先に配信します。データを変換するように
配信ストリームを設定する場合、Kinesis Data Firehose はレコードの集約を解除してから AWS 
Lambda に配信します。詳細については、「Kinesis Producer Library を使用した Amazon Kinesis 
Data Streams プロデューサーの開発」および「集約」を参照してください。

1. AWS Management Console にサインインし、Kinesis Data Firehose コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/firehose/) を開きます。

2. [配信ストリーム作成] を選択します。[Name and source (名前とソース)] ページで、次のフィールドに
値を入力します。
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配信ストリーム名

Kinesis Data Firehose の配信ストリームの名前
出典

[Kinesis ストリーム] を選択して、データソースとして Kinesis データストリームを使用する 
Kinesis Data Firehose 配信ストリームを設定します。これで、Kinesis Data Firehose を使用し
て、既存のデータストリームからデータを簡単に読み取り、送信先にロードすることができるよ
うになります。

ソースとして Kinesis データストリームを使用するには、[Kinesis ストリーム] リストで既存のス
トリームを選択するか、[新規作成] を選択して新しい Kinesis データストリームを作成します。新
しいストリームを作成した後に、[更新] を選択して [Kinesis ストリーム] リストを更新します。多
数のストリームがある場合は、[Filter by name] を使用してリストをフィルタリングします。

Note

Kinesis Data Firehose 配信ストリームのソースとして Kinesis データストリームを設定
すると、Kinesis Data Firehose の PutRecord および PutRecordBatch オペレーショ
ンは無効になります。この場合、Kinesis Data Firehose 配信ストリームにデータを追加
するには、Kinesis Data Streams の PutRecord および PutRecords オペレーションを
使用します。

Kinesis Data Firehose は、Kinesis ストリームの LATEST の場所からデータの読み取りを開始し
ます。Kinesis Data Streams の場所の詳細については、「GetShardIterator」を参照してくださ
い。Kinesis Data Firehose は、Kinesis Data Streams の GetRecords オペレーションを各シャー
ドにつき 1 秒に 1 回呼び出します。

複数の Kinesis Data Firehose 配信ストリームが同じ Kinesis ストリームから読み取ることができ
ます。他の Kinesis アプリケーション (コンシューマー) も同じストリームから読み取ることがで
きます。任意の Kinesis Data Firehose 配信ストリームまたは他のコンシューマーアプリケーショ
ンからの呼び出しはすべて、シャードの全体的なスロットリング制限数に含まれます。スロット
リングを回避するため、アプリケーションを注意深く計画してください。Kinesis Data Streams 
の制限事項の詳細については、「Amazon Kinesis Streams の制限」を参照してください。

3. [Next] を選択して [レコード変換とレコード形式の変換 (p. 6)] ページに進みます。

Kinesis エージェントを使用した Kinesis Data 
Firehose への書き込み

Amazon Kinesis エージェントはスタンドアロンの Java ソフトウェアアプリケーションで、データを収集
して Kinesis Data Firehose に送信する簡単な方法を提供します。このエージェントは一連のファイルを継
続的に監視し、新しいデータを Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信します。エージェントはファ
イルのローテーション、チェックポイント、失敗時の再試行を処理します。タイムリーで信頼性の高い簡
単な方法で、すべてのデータを提供します。また、ストリーミング処理のモニタリングとトラブルシュー
ティングに役立つ Amazon CloudWatch メトリクスも出力します。

デフォルトでは、レコードは改行文字 ('\n') に基づいて各ファイルから解析されます。しかし、複数行
レコードを解析するよう、エージェントを設定することもできます (「エージェントの設定 (p. 35)」を
参照)。

このエージェントは、ウェブサーバー、ログサーバーおよびデータベースサーバーなど、Linux ベースの
サーバー環境にインストールできます。エージェントをインストールした後で、モニタリング用のファイ
ルとデータの配信ストリームを指定して設定します。エージェントが設定されると、ファイルから永続的
にデータを収集して、配信ストリームに安全にデータを送信します。
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前提条件
• オペレーティングシステムは Amazon Linux、または Red Hat Enterprise Linux バージョン 7 以降でなけ

ればなりません。
• エージェントバージョン 2.0.0 以降は JRE バージョン 1.8 以降を使用して実行されます。エージェント

バージョン 1.1.x は JRE 1.7 以降を使用して実行されます。
• Amazon EC2 を使用してエージェントを実行している場合は、EC2 インスタンスを起動します。
• 指定した IAM ロールまたは AWS 認証情報には、エージェントが配信ストリームにデータを送信するた

めに、Kinesis Data Firehose PutRecordBatch オペレーションを実行する権限が必要です。エージェン
トの CloudWatch モニタリングを有効にしている場合は、CloudWatch PutMetricData オペレーション
を実行する権限も必要になります。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose によるアクセス
の制御  (p. 46)」、「Kinesis エージェントの状態のモニタリング (p. 115)」、および「CloudWatch 
Amazon CloudWatch に対する認証とアクセスコントロール」を参照してください。

認証情報
次のいずれかの方法を使用して、AWS 認証情報を管理します。

• カスタム認証情報プロバイダーを作成します。詳細については、the section called “カスタム認証情報プ
ロバイダー” (p. 32) を参照してください。

• EC2 インスタンスを起動する際に IAM ロールを指定します。
• エージェントを設定する際に AWS 認証情報を指定します (「the section called “エージェントの設

定” (p. 35)」の設定のテーブルで、awsAccessKeyId と awsSecretAccessKey のエントリを参照
してください)。

• /etc/sysconfig/aws-kinesis-agent を編集して、AWS リージョンと AWS アクセスキーを指定
します。

• EC2 インスタンスが他の AWS アカウントにある場合、Kinesis Data Firehose サービスへのアクセス
権を提供する IAM ロールを作成します。エージェントを設定するときに、そのロールを指定します 
(assumeRoleARN (p. ) と assumeRoleExternalId (p. ) を参照してください)。前のいずれかの
方法を使用して、このロールを引き受ける権限がある、他のアカウントのユーザーの AWS 認証情報を
指定します。

カスタム認証情報プロバイダー
カスタム認証情報プロバイダーを作成し、そのクラス名と jar パスを Kinesis エージェントに渡すことが
できます。これらを渡すための構成設定として userDefinedCredentialsProvider.classname と
userDefinedCredentialsProvider.location を使用します。これら 2 つの構成設定の説明につい
ては、「the section called “エージェントの設定” (p. 35)」を参照してください。
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カスタム認証情報プロバイダーを作成するには、次の例に示すように、AWSCredentialsProvider イン
ターフェイスを実装するクラスを定義します。

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;

public class YourClassName implements AWSCredentialsProvider { 
    public YourClassName() { 
    } 

    public AWSCredentials getCredentials() { 
        return new BasicAWSCredentials("key1", "key2"); 
    } 

    public void refresh() { 
    }
}

このクラスは、引数を取らないコンストラクターを必要とします。

AWS は更新メソッドを定期的に呼び出して、更新された認証情報を取得します。認証情報プロバイダー
からその存続期間中に常に異なる認証情報を提供する場合は、このメソッドに認証情報を更新するための
コードを含めます。または、静的な (変わらない) 認証情報を提供する認証情報プロバイダーを必要とする
場合は、このメソッドを空のままにすることもできます。

エージェントのダウンロードとインストール
最初に、インスタンスに接続します。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの「インスタンスへの接続」を参照してください。接続できない場合は、Linux インスタンス用 
Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスへの接続に関するトラブルシューティング」を参照してく
ださい。

次に、次のいずれかの方法を使用して、エージェントをインストールします。

• Amazon Linux リポジトリからエージェントをセットアップするには

このメソッドは Amazon Linux インスタンスでのみ機能します。次のコマンドを使用します。

sudo yum install –y aws-kinesis-agent 
         

エージェント v 2.0.0 以降が、オペレーティングシステム Amazon Linux 2 (AL2) のコンピュータにイ
ンストールされます。このエージェントバージョンでは、Java 1.8 以降が必要です。必要な Java バー
ジョンがまだ存在しない場合は、エージェントのインストールプロセスによってインストールされま
す。Amazon Linux 2 の詳細については、「https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/」を参照してくださ
い。

• Amazon S3 リポジトリからエージェントをセットアップするには

このメソッドは、Red Hat Enterprise Linux と Amazon Linux 2 インスタンスでも機能します。これは、
パブリックに利用可能なリポジトリからエージェントをインストールするからです。次のコマンドを使
用して、エージェントバージョン 2.x.x の最新バージョンをダウンロードしてインストールします。

sudo yum install –y https://s3.amazonaws.com/streaming-data-agent/aws-kinesis-agent-
latest.amzn2.noarch.rpm 
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特定バージョンのエージェントをインストールするには、そのバージョン番号をコマンドで指定しま
す。たとえば、次のコマンドはエージェント v 2.0.1 をインストールします。

sudo yum install –y https://streaming-data-agent.s3.amazonaws.com/aws-kinesis-
agent-2.0.1-1.amzn1.noarch.rpm 
                 

Java 1.7 を持っていて、それをアップグレードしたくない場合は、Java 1.7 と互換性があるエージェ
ントバージョン 1.x.x をダウンロードできます。たとえば、エージェント v1.1.6 をダウンロードするに
は、次のコマンドを使用します。

sudo yum install –y https://s3.amazonaws.com/streaming-data-agent/aws-kinesis-
agent-1.1.6-1.amzn1.noarch.rpm 
                 

最新のエージェント v1.x.x は、次のコマンドを使用してダウンロードできます。

sudo yum install –y https://s3.amazonaws.com/streaming-data-agent/aws-kinesis-agent-
latest.amzn1.noarch.rpm 
                 

• GitHub リポジトリからエージェントをセットアップするには

1. まず、エージェントのバージョンに応じて、必要な Java バージョンがインストールされているこ
とを確認します。

2. 「awslabs/amazon-kinesis-agent」GitHub リポジトリからエージェントをダウンロードしてくださ
い。

3. ダウンロードしたディレクトリまで移動し、次のコマンドを実行してエージェントをインストール
します。

sudo ./setup --install 
                 

エージェントの設定と開始
エージェントを設定して開始するには

1. （デフォルトのファイルアクセス許可を使用している場合、スーパーユーザーとして）設定ファイル 
(/etc/aws-kinesis/agent.json) を開き、編集します。

この設定ファイルで、エージェントがデータを集めるファイル ("filePattern") とエージェントが
データを送信する配信ストリーム ("deliveryStream") の名前を指定します。ファイル名はパター
ンで、エージェントはファイルローテーションを確認します。1 秒あたりに一度だけ、ファイルを交
替または新しいファイルを作成できます。エージェントはファイル作成タイムスタンプを使用して、
追跡し、配信ストリームに送信するファイルを判断します。新しいファイルを作成したり、1 秒に 1 
回を超える頻度でファイルをローテーションしたりしても、エージェント間で適切に区別することは
できません。

{  
   "flows": [ 
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        {  
            "filePattern": "/tmp/app.log*",  
            "deliveryStream": "yourdeliverystream" 
        }  
   ]  
} 

デフォルトの AWS リージョンは us-east-1 です。別のリージョンを使用する場合は、設定ファイ
ルに firehose.endpoint 設定を追加してリージョンのエンドポイントを指定します。詳細につい
ては、「エージェントの設定 (p. 35)」を参照してください。

2. エージェントを手動で開始する:

sudo service aws-kinesis-agent start

3. (オプション) システムスタートアップ時にエージェントを開始するように設定します。

sudo chkconfig aws-kinesis-agent on

エージェントは、システムのサービスとしてバックグラウンドで実行されます。継続的に指定ファイルを
モニタリングし、指定された配信ストリームにデータを送信します。エージェント活動は、/var/log/
aws-kinesis-agent/aws-kinesis-agent.log に記録されます。

エージェントの設定
エージェントは、2 つの必須設定、filePattern と deliveryStream、さらに追加機能としてオプショ
ンの設定をサポートしています。必須およびオプションの設定を /etc/aws-kinesis/agent.json で
指定できます。

設定ファイルを変更した場合は、次のコマンドを使用してエージェントを停止および起動する必要があり
ます。

sudo service aws-kinesis-agent stop
sudo service aws-kinesis-agent start

または、次のコマンドを使用できます。

sudo service aws-kinesis-agent restart

全般設定は次のとおりです。

構成設定 説明

assumeRoleARN ユーザーが引き受けるロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細につい
ては、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント間の IAM ロールを使用した
アクセスの委任」を参照してください。

assumeRoleExternalIdロールを引き受けることができるユーザーを決定するオプションの ID。詳細
については、IAM ユーザーガイドの「外部 ID の使用方法」を参照してくださ
い。

awsAccessKeyId デフォルトの認証情報を上書きする AWS アクセスキー IDです。この設定
は、他のすべての認証情報プロバイダーに優先されます。

awsSecretAccessKey デフォルトの認証情報を上書きする AWS シークレットキーです。この設定
は、他のすべての認証情報プロバイダーに優先されます。
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構成設定 説明

cloudwatch.emitMetricsエージェントがメトリクスを CloudWatch に出力できるようにします (true に
設定された場合)。

デフォルト: true

cloudwatch.endpoint CloudWatch のリージョンのエンドポイントです。

デフォルト: monitoring.us-east-1.amazonaws.com

firehose.endpoint Kinesis Data Firehose のリージョンのエンドポイントです。

デフォルト: firehose.us-east-1.amazonaws.com

sts.endpoint AWS Security Token Service のリージョンのエンドポイントです。

デフォルト: https://sts.amazonaws.com

userDefinedCredentialsProvider.classnameカスタム認証情報プロバイダーを定義する場合、この設定を使用してその完
全修飾クラス名を指定します。クラス名の末尾に .class を含めないでくだ
さい。

userDefinedCredentialsProvider.locationカスタム認証情報プロバイダーを定義する場合、この設定を使用して、カス
タム認証情報プロバイダーが含まれている jar の絶対パスを指定します。エー
ジェントは、この jar ファイルを /usr/share/aws-kinesis-agent/lib/
でも検索します。

フロー設定は次のとおりです。

構成設定 説明

aggregatedRecordSizeBytes1 回のオペレーションでエージェントがレコードを集計し配信ストリームに
配置するには、この設定を指定します。エージェントが配信ストリームに配
置する前の集約レコードのサイズに設定します。

デフォルト: 0 (集約なし)

dataProcessingOptions配信ストリームに送信される前に解析された各レコードに適用される処理オ
プションの一覧。処理オプションは指定した順序で実行されます。詳細につ
いては、「エージェントを使用してデータを事前処理する (p. 38)」を参照
してください。

deliveryStream [必須] 配信ストリームの名前。

filePattern [必須] エージェントによってモニタリングされる必要があるファイルの glob 
このパターンに一致するすべてのファイルは、エージェントによって自動的
に選択され、モニタリングされます。このパターンに一致するすべてのファ
イルで、読み取りアクセス許可を aws-kinesis-agent-user に付与しま
す。ファイルを含むディレクトリで、読み取りアクセス許可と実行アクセス
許可を aws-kinesis-agent-user に付与します。

Important

エージェントは、このパターンに一致するファイルをすべて取得し
ます。エージェントが意図しないレコードを取得しないように、こ
のパターンは慎重に選択してください。
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視し、複数のストリームに書き込み

構成設定 説明

initialPosition ファイルの解析が開始される最初の位置。有効な値は、START_OF_FILE お
よび END_OF_FILE です。

デフォルト: END_OF_FILE

maxBufferAgeMillis エージェントが配信ストリームに送信する前にデータをバッファする最大時
間 (ミリ秒)。

値の範囲: 1,000～900,000 (1 秒～15 分)

デフォルト: 60,000（1 分）

maxBufferSizeBytes エージェントが配信ストリームに送信する前にデータをバッファする最大サ
イズ (バイト)。

値の範囲: 1～4,194,304 (4 MB)

デフォルト: 4,194,304 (4 MB)

maxBufferSizeRecordsエージェントが配信ストリームに送信する前にデータをバッファするレコー
ドの最大数。

値の範囲: 1〜500

デフォルト: 500

minTimeBetweenFilePollsMillisエージェントが新しいデータのモニタリング対象ファイルをポーリングし、
解析する時間間隔 (ミリ秒単位)。

値の範囲: 1 以上

デフォルト: 100

multiLineStartPatternレコードの開始を識別するパターン。レコードは、パターンに一致する 1 行
と、それに続くパターンに一致しない行で構成されます。有効な値は正規表
現です。デフォルトでは、ログファイルのそれぞれの改行は 1 つのレコード
として解析されます。

skipHeaderLines モニタリング対象ファイルの始めにエージェントが解析をスキップするの行
数。

値の範囲: 0 以上

デフォルト: 0 (ゼロ)

truncatedRecordTerminatorレコードのサイズが Kinesis Data Firehose レコードの許容サイズを超えたと
きに解析されたレコードを切り捨てるために、エージェントが使用する文字
列。(1,000 KB)

デフォルト: '\n'（改行）

複数のファイルディレクトリを監視し、複数のスト
リームに書き込み
複数のフロー設定を指定することによって、エージェントが複数のファイルディレクトリを監視し、複数
のストリームにデータを送信するように設定できます。以下の設定例では、エージェントは 2 つのファイ
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ルディレクトリをモニタリングし、それぞれ Kinesis データストリームおよび Kinesis Data Firehose 配信
ストリームにデータを送信します。Kinesis Data Streams と Kinesis Data Firehose に異なるエンドポイン
トを指定できるため、データストリームと Kinesis Data Firehose 配信ストリームが同じリージョンに存在
する必要はありません。

{ 
    "cloudwatch.emitMetrics": true, 
    "kinesis.endpoint": "https://your/kinesis/endpoint",  
    "firehose.endpoint": "https://your/firehose/endpoint",  
    "flows": [ 
        { 
            "filePattern": "/tmp/app1.log*",  
            "kinesisStream": "yourkinesisstream" 
        },  
        { 
            "filePattern": "/tmp/app2.log*", 
            "deliveryStream": "yourfirehosedeliverystream"  
        } 
    ]  
}

Amazon Kinesis Data Streams でのエージェントの使用の詳細については、「Kinesis エージェントを使用
した Amazon Kinesis Data Streams への書き込み」を参照してください。

エージェントを使用してデータを事前処理する
エージェントは配信ストリームにレコードを送信する前に、モニタリング対象ファイルから解析したレ
コードを事前処理できます。ファイルフローに dataProcessingOptions 設定を追加することで、この
機能を有効にできます。処理オプションを 1 つ以上追加することができます。また、指定の順序で実行さ
れます。

エージェントは、次の処理オプションに対応しています。エージェントはオープンソースであるため、処
理オプションを開発および拡張できます。Kinesis エージェントからエージェントをダウンロードできま
す。

処理オプション

SINGLELINE

改行文字、先頭のスペース、末尾のスペースを削除することで、複数行レコードを単一行レコードに
変換します。

{ 
    "optionName": "SINGLELINE"
}

CSVTOJSON

区切り形式から JSON 形式にレコードを変換します。

{ 
    "optionName": "CSVTOJSON", 
    "customFieldNames": [ "field1", "field2", ... ], 
    "delimiter": "yourdelimiter"
}

customFieldNames

[必須] 各 JSON キー値のペアでキーとして使用されるフィールド名。たとえば、["f1", "f2"]
を指定した場合は、レコード「v1、v2」は {"f1":"v1","f2":"v2"} に変換されます。
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delimiter

レコードで区切り記号として使用する文字列。デフォルトはカンマ (,) です。
LOGTOJSON

ログ形式から JSON 形式にレコードを変換します。サポートされているログ形式は、Apache 
Common Log、Apache Combined Log、Apache Error Log、および RFC3164 Syslog です。

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "logformat", 
    "matchPattern": "yourregexpattern", 
    "customFieldNames": [ "field1", "field2", … ]
}

logFormat

[必須] ログエントリ形式。以下の値を指定できます。
• COMMONAPACHELOG — Apache Common Log 形式。各ログエントリは、デフォルトで次

のパターン「%{host} %{ident} %{authuser} [%{datetime}] \"%{request}\" 
%{response} %{bytes}」になります。

• COMBINEDAPACHELOG — Apache Combined Log 形式。各ログエントリは、デフォルトで次
のパターン「%{host} %{ident} %{authuser} [%{datetime}] \"%{request}\" 
%{response} %{bytes} %{referrer} %{agent}」になります。

• APACHEERRORLOG — Apache Error Log 形式。各ログエントリは、デフォルトで次のパ
ターン「[%{timestamp}] [%{module}:%{severity}] [pid %{processid}:tid 
%{threadid}] [client: %{client}] %{message}」になります。

• SYSLOG — FC3164 Syslog 形式。各ログエントリは、デフォルトで次のパターン
「%{timestamp} %{hostname} %{program}[%{processid}]: %{message}」になりま
す。

matchPattern

指定されたログ形式のデフォルトパターンを上書きします。カスタム形式を使用する場合は、
この設定を使用してログエンティティから値を抽出します。matchPattern を指定する場合
は、customFieldNames も指定する必要があります。

customFieldNames

JSON キー値のペアでキーとして使用されるカスタムフィールド名。matchPattern から抽出し
た値のフィールド名を定義するために、または事前定義されたログ形式のデフォルトのフィール
ド名を上書きするために、この設定を使用できます。

Example : LOGTOJSON 設定

JSON形式に変換された Apache Common Log エントリの LOGTOJSON 設定の一つの例を次に示します。

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "COMMONAPACHELOG"
}

変換前:

64.242.88.10 - - [07/Mar/2004:16:10:02 -0800] "GET /mailman/listinfo/hsdivision HTTP/1.1" 
 200 6291
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変換後:

{"host":"64.242.88.10","ident":null,"authuser":null,"datetime":"07/
Mar/2004:16:10:02 -0800","request":"GET /mailman/listinfo/hsdivision 
 HTTP/1.1","response":"200","bytes":"6291"}

Example : カスタムフィールドがある LOGTOJSON 設定

こちらは LOGTOJSON 設定の別の例です。

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "COMMONAPACHELOG", 
    "customFieldNames": ["f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7"]
}

この設定では、前の例からの同じ Apache Common Log エントリは、次のように JSON 形式に変換されま
す。

{"f1":"64.242.88.10","f2":null,"f3":null,"f4":"07/Mar/2004:16:10:02 -0800","f5":"GET /
mailman/listinfo/hsdivision HTTP/1.1","f6":"200","f7":"6291"}

Example : Apache Common Log エントリの変換

次のフロー設定は Apache Common Log エントリを JSON 形式の単一行レコードに変換します。

{  
    "flows": [ 
        { 
            "filePattern": "/tmp/app.log*",  
            "deliveryStream": "my-delivery-stream", 
            "dataProcessingOptions": [ 
                { 
                    "optionName": "LOGTOJSON", 
                    "logFormat": "COMMONAPACHELOG" 
                } 
            ] 
        } 
    ]  
}

Example : 複数行レコードの変換

次のフロー設定は、最初の行が「[SEQUENCE=」で開始している複数行レコードを解析します。各レコー
ドはまず単一行レコードに変換されます。次に、値はタブの区切り記号に基づいたレコードから取得され
ます。取得された値は指定された customFieldNames 値にマッピングされ、JSON 形式の単一行レコー
ドを形成します。

{  
    "flows": [ 
        { 
            "filePattern": "/tmp/app.log*",  
            "deliveryStream": "my-delivery-stream", 
            "multiLineStartPattern": "\\[SEQUENCE=", 
            "dataProcessingOptions": [ 
                { 
                    "optionName": "SINGLELINE" 
                }, 
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                { 
                    "optionName": "CSVTOJSON", 
                    "customFieldNames": [ "field1", "field2", "field3" ], 
                    "delimiter": "\\t" 
                } 
            ] 
        } 
    ]  
}

Example : 一致パターンで LOGTOJSON 設定

こちらは、最後のフィールド (バイト) が省略された JSON 形式に変換された Apache Common Log エン
トリの LOGTOJSON 設定の一例です。

{ 
    "optionName": "LOGTOJSON", 
    "logFormat": "COMMONAPACHELOG", 
    "matchPattern": "^([\\d.]+) (\\S+) (\\S+) \\[([\\w:/]+\\s[+\\-]\\d{4})\\] \"(.+?)\" (\
\d{3})", 
    "customFieldNames": ["host", "ident", "authuser", "datetime", "request", "response"]
}

変換前:

123.45.67.89 - - [27/Oct/2000:09:27:09 -0400] "GET /java/javaResources.html HTTP/1.0" 200

変換後:

{"host":"123.45.67.89","ident":null,"authuser":null,"datetime":"27/Oct/2000:09:27:09 
 -0400","request":"GET /java/javaResources.html HTTP/1.0","response":"200"}

エージェント CLI コマンド
システムスタートアップ時のエージェントの自動的開始:

sudo chkconfig aws-kinesis-agent on

エージェントのステータスの確認:

sudo service aws-kinesis-agent status

エージェントの停止:

sudo service aws-kinesis-agent stop

この場所からエージェントのログファイルを読む:

/var/log/aws-kinesis-agent/aws-kinesis-agent.log

エージェントのアンインストール:

sudo yum remove aws-kinesis-agent
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AWS SDK を使用した Kinesis Data Firehose への
書き込み

Amazon Kinesis Data Firehose API を使用して Kinesis Data Firehose 配信ストリームにデータを送信する
には、AWSSDK for Java、.NET、Node.js、Python、 または Ruby を使用します。Kinesis Data Firehose 
を初めて使用する場合、時間を取って「Amazon Kinesis Data Firehose とは何ですか? (p. 1)」で説明して
いる概念と用語を理解してください。詳細については、「アマゾン ウェブ サービスを使用した開発の開
始」を参照してください。

これらのサンプルは、すべての例外を確認しているわけではなく、すべてのセキュリティやパフォーマン
スの側面を考慮しているわけでもない点で、本稼働環境に使用できるコードを表すものではありません。

Kinesis Data Firehose API には、配信ストリームにデータを送信するための 2 つのオペレーション (およ
び) が用意されています。PutRecordそしてputRecordBatch。PutRecord()1 つのコール内に 1 つのデー
タレコードを送信し、PutRecordBatch()は、1 回の呼び出しで複数のデータレコードを送信できます。

トピック
• PutRecord を使用した単一の書き込みオペレーション (p. 42)
• PutRecordBatch を使用したバッチ書き込みオペレーション (p. 42)

PutRecord を使用した単一の書き込みオペレーション
データの出力では、Kinesis Data Firehose 配信ストリーム名とバイトバッファ (<=1000 KB) のみが必要で
す。Kinesis Data Firehose バッチはファイルを Amazon S3 にロードする前に、複数のレコードをバッチ
処理するため、レコードの区切り文字を追加することをお勧めします。レコードを一度にひとつずつ配信
ストリームに出力するには、次のコードを使用します。

PutRecordRequest putRecordRequest = new PutRecordRequest();
putRecordRequest.setDeliveryStreamName(deliveryStreamName);

String data = line + "\n";

Record record = new Record().withData(ByteBuffer.wrap(data.getBytes()));
putRecordRequest.setRecord(record);

// Put record into the DeliveryStream
firehoseClient.putRecord(putRecordRequest);

コードコンテキストの詳細については、AWS SDK に含まれているサンプルコードを参照してください。
リクエストと応答の構文の詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose API オペレーション」の関
連するトピックを参照してください。

PutRecordBatch を使用したバッチ書き込みオペレー
ション
データの入力では、Kinesis Data Firehose 配信ストリーム名とレコードのリストのみが必要です。Kinesis 
Data Firehose バッチはファイルを Amazon S3 にロードする前に、複数のレコードをバッチ処理するた
め、レコードの区切り文字を追加することをお勧めします。データレコードをバッチで配信ストリームに
出力するには、次のコードを使用します。

PutRecordBatchRequest putRecordBatchRequest = new PutRecordBatchRequest();
putRecordBatchRequest.setDeliveryStreamName(deliveryStreamName);
putRecordBatchRequest.setRecords(recordList);
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// Put Record Batch records. Max No.Of Records we can put in a
// single put record batch request is 500
firehoseClient.putRecordBatch(putRecordBatchRequest);

recordList.clear();

コードコンテキストの詳細については、AWS SDK に含まれているサンプルコードを参照してください。
リクエストと応答の構文の詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose API オペレーション」の関
連するトピックを参照してください。

CloudWatch Logs を使用した Kinesis Data 
Firehose への書き込み

Kinesis Data Firehose にログイベントを送信する CloudWatch Logs サブスクリプションを作成する方法に
ついては、「Amazon Kinesis Firehose のサブスクリプションフィルタ」を参照してください。

Important

CloudWatch ログイベントは gzip のレベル 6 で圧縮されます。OpenSearch Service または 
Splunk を配信ストリームの送信先として指定する場合は、UTF-8 および 1 行の JSON にレコー
ドを解凍する Lambda 関数を使用します。配信ストリームでの Lambda 関数の使用については、
「データ変換 (p. 70)」を参照してください。

CloudWatch Events を使用した Kinesis Data 
Firehose への書き込み

CloudWatch Events ルールにターゲットを追加することで、Amazon CloudWatch が Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームにイベントを送信するよう設定できます。

既存の配信ストリームにイベントを送信するターゲットを CloudWatch Events ルールで作成する
には

1. AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
3. リポジトリの []ステップ 1: ルールの作成ページ, 用ターゲットで、ターゲットの追加[] を選択してか

ら、Firehose 配信ストリーム。
4. [配信ストリーム] で、既存の Kinesis Data Firehose 配信ストリームを選択します。

CloudWatch Events ルールの作成の詳細については、「Amazon CloudWatch Events の開始方法」を参照
してください。

AWS IoT を使用した Kinesis Data Firehose への書
き込み

アクションを追加することで、AWS IoT が Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに情報を送信す
るよう設定できます。

43

https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/APIReference/API_Operations.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/SubscriptionFilters.html#FirehoseExample
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/CWE_GettingStarted.html


Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
AWS IoT を使用した書き込み

既存の Kinesis Data Firehose 配信ストリームにイベントを送信するアクションを作成するには

1. AWS IoT コンソールでルールを作成する際、[ルールの作成] ページの [1 つ以上のアクションを設定す
る] で、[アクションの追加] を選択します。

2. [Amazon Kinesis Firehose ストリームにメッセージを送信する] を選択します。
3. [アクションの設定] を選択します。
4. [ストリーム名] には、既存の Kinesis Data Firehose 配信ストリームを選択します。
5. [Separator] には、レコード間に挿入するための区切り記号を選択します。
6. [IAM role name] には、既存の IAM ロールを選択するか、または [Create a new role] を選択します。
7. [Add action] を選択します。

AWS IoT ルールの作成の詳細については、「AWS IoT ルールのチュートリアル」を参照してください。
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Amazon Kinesis Data Firehose のセ
キュリティ

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすよう構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用できます。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。セキュリティの有
効性は、AWS コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの審査機関によって定期的
にテストおよび検証されています。Kinesis Data Firehose に適用されるコンプライアンスプログラムに
ついては、「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。

このドキュメントは、Kinesis Data Firehose の使用時に責任共有モデルがどのように適用されるかを理解
するために役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するよ
うに Kinesis Data Firehose を設定する方法を説明します。また、Kinesis Data Firehose リソースのモニタ
リングとセキュア化に役立つ AWS のその他サービスを使用する方法も説明します。

トピック
• Amazon Kinesis Data Firehose のデータ保護 (p. 45)
• Amazon Kinesis Data Firehose によるアクセスの制御  (p. 46)
• Amazon Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 66)
• Amazon Kinesis Data Firehose のコンプライアンス検証 (p. 66)
• Amazon Kinesis Data Firehose の耐障害性 (p. 67)
• Kinesis Data Firehose のインフラストラクチャセキュリティ (p. 67)
• Kinesis Data Firehose のセキュリティのベストプラクティス (p. 68)

Amazon Kinesis Data Firehose のデータ保護
機密データがある場合、Amazon Kinesis Data Firehose を使用するときにサーバー側のデータ暗号化を有
効にすることができます。これを行う方法は、データソースによって異なります。

Note

コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 
検証済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な 
FIPS エンドポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

データソースとして Kinesis Data Streams を使用した
サーバー側の暗号化
Kinesis Data Streams のデータソースとして Kinesis データストリームを設定すると、Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームで、保管中のデータは保存されなくなります。その代わりに、データはデータス
トリームに保存されます。
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データプロシージャのデータをデータストリームに送信すると、Kinesis Data Streams は AWS Key 
Management Service (AWS KMS) キーを使用して、保管中のデータを暗号化してから保存します。Kinesis 
Data Firehose 配信ストリームがデータストリームからデータを読み取ると、Kinesis Data Streams はま
ずデータを復号化してから Kinesis Data Firehose に送信します。Kinesis Data Firehose は、指定したバッ
ファリングのヒントに基づいてデータをメモリにバッファします。その後、暗号化されていないデータを
保存することなく、送信先に配信します。

Kinesis Data Streams でサーバー側の暗号化を有効にする方法については、Amazon Kinesis Data Streams 
開発者ガイドの「サーバー側の暗号化の使用」を参照してください。

Direct PUT または他のデータソースを使用したサー
バー側の暗号化
PutRecordまたはを使用してデータを配信ストリームに送信する場合PutRecordBatch、または 
Amazon CloudWatch Logs または CloudWatch EventsAWS IoT を使用してデータを送信する場合
は、StartDeliveryStreamEncryptionオペレーションを使用してサーバー側の暗号化を有効にできます。

停止するには server-side-encryption、StopDeliveryStreamEncryptionオペレーションを使用してくださ
い。

配信ストリームを作成するときに SSE を有効にすることもできます。そのために
は、DeliveryStreamEncryptionConfigurationInputCreateDeliveryStreamいつ呼び出すかを指定してくださ
い。

CMK のタイプが CUSTOMER_MANAGED_CMK のとき
に、KMSNotFoundException、KMSInvalidStateException、KMSDisabledException、または
KMSAccessDeniedException のエラーのために Amazon Kinesis Data Firehose サービスがレコードを
復号できない場合、問題が解決されるまでサービスは最大 24 時間 (保持期間) 待機します。保持期間を超
えて問題が解決されない場合、サービスは、保持期間を超えて復号できなかったレコードをスキップし、
データを破棄します。Amazon Kinesis Data Firehose は、次の 4 つの CloudWatch メトリクスを提供して
おり、これを使用して 4 つのAWS KMSの例外を追跡できます。

• KMSKeyAccessDenied
• KMSKeyDisabled
• KMSKeyInvalidState
• KMSKeyNotFound

これら 4 つのメトリクスの詳細については、「the section called “ CloudWatch メトリクスを使用したモニ
タリング” (p. 92)」を参照してください。

Important

配信ストリームを暗号化するには、対称 CMK を使用します。Kinesis Data Firehose は非対
称 CMK をサポートしていません。対称 CMK と非対称 CMK の詳細については、AWS Key 
Management Service 開発者ガイドの「対称 CMK と非対称 CMK について」を参照してくださ
い。

Amazon Kinesis Data Firehose によるアクセスの制
御

以下のセクションでは、Kinesis Data Firehose リソースのアクセスを制御する方法について
説明します。たとえば、Kinesis Data Firehose 配信ストリームにデータを送信できるようにア
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クセス権をアプリケーションに付与する

プリケーションにアクセス権を付与する方法などについて説明します。また、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon Redshift クラスター、Amazon Service (Amazon 
S3)、Datadog、Dynatrace、MongoDB、New Relic、Splunk、Sumo Logic など、Amazon Simple Storage 
OpenSearch Service (Amazon S3) バケット、Amazon Redshift クラスター、Amazon Service (Amazon 
S3)、Amazon Service (Amazon S3)、Amazon Redshift クラスター、または Amazon Service クラスター
にアクセスできるようにします。 LogicMonitor最後に、このトピックガイダンスでは、別の AWS アカウ
ントに属する送信先にデータを配信できるように Kinesis Data Firehose を設定する方法について説明し
ます。これらのすべてのアクセス形式を管理するテクノロジーが AWS Identity and Access Management 
(IAM) です。IAM の詳細については、「IAM とは?」を参照してください。

内容
• Kinesis Data Firehose リソースへのアクセス権をアプリケーションに付与する (p. 47)
• Kinesis Data Firehose が IAM ロールを引き受けることを許可する (p. 48)
• データ形式変換のために Kinesis Data Firehose に AWS Glue へのアクセス権を付与する (p. 48)
• Amazon S3 の送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する (p. 49)
• Amazon Redshift の送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する  (p. 50)
• Kinesis Data Firehose OpenSearch に公共サービスの送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose 

に付与する (p. 53)
• VPC OpenSearch 内のサービス送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する (p. 55)
• Kinesis Data Firehose OpenSearch にサーバーレス送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に

付与する (p. 56)
• VPC OpenSearch 内のサーバーレス送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与す

る (p. 58)
• Splunk の送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する (p. 58)
• VPC の Splunk へのアクセス (p. 60)
• HTTP エンドポイントの送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する (p. 61)
• Amazon S3 の送信先へのクロスアカウント間の配信 (p. 62)
• OpenSearchサービス送信先へのクロスアカウント間の配信 (p. 63)
• タグを使用したアクセスの制御 (p. 64)

Kinesis Data Firehose リソースへのアクセス権をアプ
リケーションに付与する
アプリケーションに Kinesis Data Firehose 配信ストリームへのアクセス権を付与するには、次の例のよう
なポリシーを使用します。Action セクションを変更するか、"firehose:*" を使用してすべてのオペ
レーションへのアクセス権を付与することで、アクセス権を付与する個別の API オペレーションを調整で
きます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "firehose:DeleteDeliveryStream", 
                "firehose:PutRecord", 
                "firehose:PutRecordBatch", 
                "firehose:UpdateDestination" 
            ], 
            "Resource": [ 
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ルを引き受けることを許可する

                "arn:aws:firehose:region:account-id:deliverystream/delivery-stream-name" 
            ] 
        } 
    ]
}

Kinesis Data Firehose が IAM ロールを引き受けるこ
とを許可する
コンソールを使用して配信ストリームを作成し、新しいロールを作成するオプションを選択した場
合、AWSによって必要な信頼ポリシーがロールにアタッチされます。Kinesis Data Firehose で既存の 
IAM ロールを使用する場合、または独自にロールを作成する場合は、Kinesis Data Firehose がロール
を引き受けることができるように、次の信頼ポリシーをそのロールにアタッチします。ポリシーを編集
し、account-id をお客様の AWS アカウント ID に置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "firehose.amazonaws.com" 
      }, 
     "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Condition": { 
          "StringEquals": { 
            "sts:ExternalId": "account-id" 
          } 
        } 
    } 
  ]
}

このポリシーでは、sts:ExternalId条件コンテキストキーを使用して、AWSアカウントから発信さ
れた Kinesis Data Firehose アクティビティのみがこの IAM ロールを引き継ぐことができるようにしま
す。IAM ロールの不正使用を防ぐ方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「混乱する代理人の問
題」を参照してください。

ロールの信頼関係を変更する方法については、「ロールの修正」を参照してください。

データ形式変換のために Kinesis Data Firehose に 
AWS Glue へのアクセス権を付与する
配信ストリームがデータ形式の変換を実行する場合、Kinesis Data Firehose は AWS Glue に保存されてい
るテーブル定義を参照します。必要な AWS Glue へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与するに
は、ポリシーに次のステートメントを追加します。テーブルの ARN を見つける方法については、「AWS 
Glue リソース ARN の指定」を参照してください。

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "glue:GetTable", 
    "glue:GetTableVersion", 
    "glue:GetTableVersions" 
  ], 
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  "Resource": "table-arn"
}

Note

現在、AWS Glueアジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、欧州 (スペイン)、
欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ)、アジアパシフィック (ハイデラバード) の各リージョン
ではサポートされていません。アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、欧
州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィッ
ク (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジア
パシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ジャカル
タ)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィッ
ク (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (AWS GlueAWS Glue 
Data FirehoseAWS Glue とのリージョン間の相互運用性がサポートされています。AWS Glueが
サポートされているリージョンの詳細については、https://docs.aws.amazon.com/general/latest/ 
gr/glue.html を参照してください。

Amazon S3 の送信先へのアクセス権を Kinesis Data 
Firehose に付与する
Amazon S3 の送信先を使用している場合、Kinesis Data Firehose は S3 バケットにデータを配信し、オ
プションで、データ暗号化のためにお客様が所有している AWS KMS キーを使用できます。エラーログ
記録が有効になっている場合、Kinesis Data Firehose CloudWatch はデータ配信エラーをロググループ
とストリームにも送信します。配信ストリームを作成するときは、IAM ロールが必要です。Kinesis Data 
Firehose はその IAM ロールを引き受け、指定されたバケット、キー、 CloudWatch ロググループとスト
リームへのアクセス権を取得します。

次のアクセスポリシーを使用して、Kinesis Data Firehose が S3 バケットおよび AWS KMS キーにア
クセスできるようにします。S3 バケットを所有していない場合、Amazon S3 アクションのリストに
s3:PutObjectAcl を追加します。これにより、Kinesis Data Firehose で配信されるオブジェクトへのフ
ルアクセスが、バケット所有者に付与されます。このポリシーには、Amazon Kinesis Data Streams への
アクセスを許可するステートメントも含まれています。データソースとして Kinesis Data Streams を使用
しない場合は、そのステートメントを削除できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": 
    [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]     
        },         
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:DescribeStream", 
                "kinesis:GetShardIterator", 
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                "kinesis:GetRecords", 
                "kinesis:ListShards" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "logs:PutLogEvents" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:log-
stream-name" 
           ] 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow",  
           "Action": [ 
               "lambda:InvokeFunction",  
               "lambda:GetFunctionConfiguration"  
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
           ] 
        } 
    ]
}

他の AWS のサービスによる AWS リソースへのアクセスの許可の詳細については、IAM ユーザーガイド
の「AWS サービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

別のアカウントの Amazon S3 の送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する方法について
は、「the section called “Amazon S3 の送信先へのクロスアカウント間の配信” (p. 62)」を参照してく
ださい。

Amazon Redshift の送信先へのアクセス権を Kinesis 
Data Firehose に付与する
Amazon Redshift の送信先を使用して Kinesis Data Firehose にアクセス権を付与するときは、以下を参照
してください。

トピック
• IAM ロールとアクセスポリシー (p. 51)
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• Amazon Redshift クラスターへの VPC アクセス (p. 52)

IAM ロールとアクセスポリシー
Amazon Redshift の送信先を使用する場合、Kinesis Data Firehose は中間の場所として S3 バケットに
データを配信します。オプションで、データ暗号化のためにお客様が所有している AWS KMS キーを使用
できます。次に、Kinesis Data Firehose は S3 バケットから Amazon Redshift クラスターにデータをロー
ドします。エラーログ記録が有効になっている場合、Kinesis Data Firehose CloudWatch はデータ配信エ
ラーをロググループとストリームにも送信します。Kinesis Data Firehose は指定された Amazon Redshift 
ユーザー名とパスワードを使用してクラスターにアクセスし、IAM ロールを使用して、指定されたバケッ
ト、キー、 CloudWatch ロググループとストリームにアクセスします。配信ストリームを作成するとき
は、IAM ロールが必要です。

次のアクセスポリシーを使用して、Kinesis Data Firehose が S3 バケットおよび AWS KMS キーにア
クセスできるようにします。S3 バケットを所有していない場合は、Amazon S3 アクションのリストに
s3:PutObjectAcl を追加します。これにより、Kinesis Data Firehose で配信されるオブジェクトへのフ
ルアクセスが、バケット所有者に付与されます。このポリシーには、Amazon Kinesis Data Streams への
アクセスを許可するステートメントも含まれています。データソースとして Kinesis Data Streams を使用
しない場合は、そのステートメントを削除できます。

{
"Version": "2012-10-17",   
    "Statement": 
    [     
        {       
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]     
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        },         
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kinesis:DescribeStream", 
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               "kinesis:GetShardIterator", 
               "kinesis:GetRecords", 
               "kinesis:ListShards" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "logs:PutLogEvents" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:log-
stream-name" 
           ] 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow",  
           "Action": [ 
               "lambda:InvokeFunction",  
               "lambda:GetFunctionConfiguration"  
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
           ] 
        } 
    ]
}

他の AWS のサービスによる AWS リソースへのアクセスの許可の詳細については、IAM ユーザーガイド
の「AWS サービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Amazon Redshift クラスターへの VPC アクセス
Amazon Redshift クラスターが Virtual Private Cloud (VPC) にある場合、パブリック IP アドレスでパブ
リックにアクセス可能である必要があります。また、Kinesis Data Firehose IP アドレスのブロックを解除
して、Amazon Redshift クラスターへのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与します。現在、Kinesis 
Data Firehose は利用可能なリージョンごとに 1 つの CIDR ブロックを使用します。

• 米国東部 (オハイオ) 用の 13.58.135.96/27
• 米国東部 (バージニア北部) 用の 52.70.63.192/27
• 米国西部 (北カリフォルニア) 用の 13.57.135.192/27
• 米国西部 (オレゴン) 用の 52.89.255.224/27
• 18.253.138.96/27用AWS GovCloud (米国東部)
• 52.61.204.160/27用AWS GovCloud (米国西部)
• カナダ (中部) 用の 35.183.92.128/27
• アジアパシフィック (香港) 用の 18.162.221.32/27
• アジアパシフィック (ムンバイ) 用の 13.232.67.32/27
• アジアパシフィック (ソウル) 用の 13.209.1.64/27
• アジアパシフィック (シンガポール) 用の 13.228.64.192/27
• アジアパシフィック (シドニー) 用の 13.210.67.224/27
• アジアパシフィック (東京) 用の 13.113.196.224/27
• 中国 (北京) 用の 52.81.151.32/27
• 中国 (寧夏) 用の 161.189.23.64/27
• 欧州 (フランクフルト) 用の 35.158.127.160/27
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• 欧州 (アイルランド) 用の 52.19.239.192/27
• 欧州 (ロンドン) 用の 18.130.1.96/27
• 欧州 (パリ) 用の 35.180.1.96/27
• 欧州 (ストックホルム) 用の 13.53.63.224/27
• 中東 (バーレーン) 用の 15.185.91.0/27
• 南米 (サンパウロ) 用の 18.228.1.128/27
• 欧州 (ミラノ) 用の 15.161.135.128/27
• アフリカ (ケープタウン) 用の 13.244.121.224/27
• アジアパシフィック (大阪) 用の 13.208.177.192/27
• 108.136.221.64/27アジアパシフィック (ジャカルタ) 向け
• 3.28.159.32/27中東 (アラブ首長国連邦) 向け
• 18.100.71.96/27欧州 (スペイン) 向け
• 16.62.183.32/27欧州 (チューリッヒ) 向け
• 18.60.192.128/27アジアパシフィック (ハイデラバード) 向け
• 16.50.161.128/27アジアパシフィック (メルボルン) 向け

IP アドレスのブロック解除方法の詳細については、Amazon Redshift 入門ガイドの「クラスターへのアク
セスの許可」を参照してください。

Kinesis Data Firehose OpenSearch に公共サービスの
送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与
する
OpenSearch サービスの送信先を使用している場合、Kinesis Data Firehose OpenSearch はデータをサー
ビスクラスターに配信し、同時に、失敗したドキュメントまたはすべてのドキュメントを S3 バケット
にバックアップします。エラーログ記録が有効になっている場合、Kinesis Data Firehose CloudWatch は
データ配信エラーをロググループとストリームにも送信します。Kinesis Data Firehose は IAM ロールを使
用して、 OpenSearch指定されたサービスドメイン、S3 バケット、AWS KMSキー、 CloudWatch ロググ
ループとストリームにアクセスします。配信ストリームを作成するときは、IAM ロールが必要です。

次のアクセスポリシーを使用して、Kinesis Data Firehose が S3 バケット、 OpenSearchサービスド
メイン、およびAWS KMSキーにアクセスできるようにします。S3 バケットを所有していない場合
は、Amazon S3 アクションのリストに s3:PutObjectAcl を追加します。これにより、Kinesis Data 
Firehose で配信されるオブジェクトへのフルアクセスが、バケット所有者に付与されます。このポリシー
には、Amazon Kinesis Data Streams へのアクセスを許可するステートメントも含まれています。データ
ソースとして Kinesis Data Streams を使用しない場合は、そのステートメントを削除できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
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            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]     
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "es:DescribeDomain", 
               "es:DescribeDomains", 
               "es:DescribeDomainConfig", 
               "es:ESHttpPost", 
               "es:ESHttpPut" 
           ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*" 
          ] 
       }, 
       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "es:ESHttpGet" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_all/_settings", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_cluster/stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/index-name*/_mapping/type-
name", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_nodes", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_nodes/stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_nodes/*/stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/index-name*/_stats", 
              "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/" 
          ] 
       },         
       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "kinesis:DescribeStream", 
              "kinesis:GetShardIterator", 
              "kinesis:GetRecords", 
              "kinesis:ListShards" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
       }, 

54



Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
VPC OpenSearch 内のサービス送信先へのア
クセス権を Kinesis Data Firehose に付与する

       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "logs:PutLogEvents" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:log-
stream-name" 
          ] 
       }, 
       { 
          "Effect": "Allow",  
          "Action": [ 
              "lambda:InvokeFunction",  
              "lambda:GetFunctionConfiguration"  
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
          ] 
       } 
    ]
}

他の AWS のサービスによる AWS リソースへのアクセスの許可の詳細については、IAM ユーザーガイド
の「AWS サービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

OpenSearch 別のアカウントのサービスクラスタへのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する方法
については、「」を参照してくださいthe section called “ OpenSearchサービス送信先へのクロスアカウン
ト間の配信” (p. 63)。

VPC OpenSearch 内のサービス送信先へのアクセス権
を Kinesis Data Firehose に付与する
OpenSearch サービスドメインが VPC 内にある場合は、前のセクションで説明したアクセス許可を 
Kinesis Data Firehose に付与してください。さらに、Kinesis Data Firehose に次のアクセス許可を与え
て、 OpenSearch サービスドメインの VPC にアクセスできるようにします。

• ec2:DescribeVpcs

• ec2:DescribeVpcAttribute

• ec2:DescribeSubnets

• ec2:DescribeSecurityGroups

• ec2:DescribeNetworkInterfaces

• ec2:CreateNetworkInterface

• ec2:CreateNetworkInterfacePermission

• ec2:DeleteNetworkInterface

これらのアクセス許可を配信ストリームの作成後に取り消すと、Kinesis Data Firehose は必要なときに追
加の ENI を作成してスケールアウトすることができなくなります。そのため、パフォーマンスが低下する
ことがあります。

配信ストリームを作成または更新するときに、Kinesis Data Firehose OpenSearch がサービスドメイ
ンにデータを送信するときに Kinesis Data Firehose で使用するセキュリティグループを指定します。 
OpenSearch サービスドメインで使用しているのと同じセキュリティグループを使用することも、別の
セキュリティグループを使用することもできます。別のセキュリティグループを指定する場合は、その
セキュリティグループで、 OpenSearch Service ドメインのセキュリティグループへのアウトバウンド 
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HTTPS トラフィックを必ず許可します。また、 OpenSearch サービスドメインのセキュリティグループ
で、配信ストリームの設定時に指定したセキュリティグループからの HTTPS トラフィックを必ず許可し
ます。 OpenSearch 配信ストリームとサービスドメインの両方に同じセキュリティグループを使用する
場合は、セキュリティグループのインバウンドルールで HTTPS トラフィックを必ず許可します。セキュ
リティグループのルールの詳細については、Amazon VPCドキュメントの「セキュリティグループのルー
ル」を参照してください。

Kinesis Data Firehose OpenSearch にサーバーレス送
信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与す
る
OpenSearch サーバーレス送信先を使用している場合、Kinesis Data Firehose OpenSearch はデータを
サーバーレスコレクションに配信し、同時に、失敗したドキュメントまたはすべてのドキュメントを 
S3 バケットにバックアップします。エラーログ記録が有効になっている場合、Kinesis Data Firehose 
CloudWatch はデータ配信エラーをロググループとストリームにも送信します。Kinesis Data Firehose 
は IAM ロールを使用して、 OpenSearch 指定されたサーバーレスコレクション、S3 バケット、AWS 
KMSキー、 CloudWatch ロググループとストリームにアクセスします。配信ストリームを作成するとき
は、IAM ロールが必要です。

次のアクセスポリシーを使用して、Kinesis Data Firehose が S3 バケット、 OpenSearchサーバーレス
ドメイン、およびAWS KMSキーにアクセスできるようにします。S3 バケットを所有していない場合
は、Amazon S3 アクションのリストに s3:PutObjectAcl を追加します。これにより、Kinesis Data 
Firehose で配信されるオブジェクトへのフルアクセスが、バケット所有者に付与されます。このポリシー
には、Amazon Kinesis Data Streams へのアクセスを許可するステートメントも含まれています。データ
ソースとして Kinesis Data Streams を使用しない場合は、そのステートメントを削除できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]     
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
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               } 
           } 
        },     
       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "kinesis:DescribeStream", 
              "kinesis:GetShardIterator", 
              "kinesis:GetRecords", 
              "kinesis:ListShards" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
       }, 
       { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "logs:PutLogEvents" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:log-
stream-name" 
          ] 
       }, 
       { 
          "Effect": "Allow",  
          "Action": [ 
              "lambda:InvokeFunction",  
              "lambda:GetFunctionConfiguration"  
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
          ] 
       } 
    ]
}

上記のポリシーに加えて、データアクセスポリシーで以下の最低限の権限が割り当てられるように Kinesis 
Data Firehose を設定する必要もあります。

[ 
   { 
      "Rules":[ 
         { 
            "ResourceType":"index", 
            "Resource":[ 
               "index/target-collection/target-index" 
            ], 
            "Permission":[ 
               "aoss:WriteDocument", 
               "aoss:CreateIndex" 
            ] 
         } 
      ], 
      "Principal":[ 
         "arn:aws:sts::account-id:assumed-role/firehose-delivery-role-name/*" 
      ] 
   }
] 
         

他の AWS のサービスによる AWS リソースへのアクセスの許可の詳細については、IAM ユーザーガイド
の「AWS サービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。
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VPC OpenSearch 内のサーバーレス送信先へのアクセ
ス権を Kinesis Data Firehose に付与する
OpenSearch サーバーレスコレクションが VPC 内にある場合は、前のセクションで説明したアクセス許可
を Kinesis Data Firehose に付与してください。さらに、 OpenSearch サーバーレスコレクションの VPC 
にアクセスできるように、次のアクセス許可を Kinesis Data Firehose に付与する必要があります。

• ec2:DescribeVpcs

• ec2:DescribeVpcAttribute

• ec2:DescribeSubnets

• ec2:DescribeSecurityGroups

• ec2:DescribeNetworkInterfaces

• ec2:CreateNetworkInterface

• ec2:CreateNetworkInterfacePermission

• ec2:DeleteNetworkInterface

これらのアクセス許可を配信ストリームの作成後に取り消すと、Kinesis Data Firehose は必要なときに追
加の ENI を作成してスケールアウトすることができなくなります。そのため、パフォーマンスが低下する
ことがあります。

配信ストリームを作成または更新するときに、 OpenSearch サーバーレスコレクションにデータを送信す
るときに Kinesis Data Firehose で使用するセキュリティグループを指定します。 OpenSearch Serverless 
コレクションで使用しているのと同じセキュリティグループを使用することも、別のセキュリティグルー
プを使用することもできます。別のセキュリティグループを指定する場合は、そのセキュリティグルー
プで、 OpenSearch Serverless コレクションのセキュリティグループへのアウトバウンド HTTPS トラ
フィックを必ず許可します。また、 OpenSearch Serverless コレクションのセキュリティグループで、配
信ストリームの設定時に指定したセキュリティグループからの HTTPS トラフィックを必ず許可します。
配信ストリームと OpenSearch Serverless コレクションの両方に同じセキュリティグループを使用する
場合は、セキュリティグループのインバウンドルールで HTTPS トラフィックを必ず許可します。セキュ
リティグループのルールの詳細については、Amazon VPCドキュメントの「セキュリティグループのルー
ル」を参照してください。

Splunk の送信先へのアクセス権を Kinesis Data 
Firehose に付与する
Splunk の送信先を使用している場合、Kinesis Data Firehose はデータを Splunk HTTP Event Collector 
(HEC) エンドポイントに配信します。また、指定した Amazon S3 バケットにデータをバックアップしま
す。必要に応じて Amazon S3 のサーバー側の暗号化のために所有している AWS KMS キーを使用する
こともできます。エラーログ記録が有効になっている場合、Kinesis Data Firehose CloudWatch はデー
タ配信エラーをログストリームに送信します。データ変換のために AWS Lambda を使用することもで
きます。AWS ロードバランサーを使用した場合、それが Classic Load Balancer であることを確認しま
す。Kinesis Data Firehose は、Application Load Balancer も Network Load Balancer もサポートしていま
せん。また、Cookie の失効を無効化した期間ベースのスティッキーセッションを有効にしてください。こ
れを行う方法については、「期間ベースのセッション維持」を参照してください。

配信ストリームを作成するときは、IAM ロールが必要です。Kinesis Data Firehose はその IAM ロールを引
き受け、指定されたバケット、キー、 CloudWatch ロググループとストリームへのアクセス権を取得しま
す。

次のアクセスポリシーを使用して、Kinesis Data Firehose が S3 バケットにアクセスできるようにしま
す。S3 バケットを所有していない場合は、Amazon S3 アクションのリストに s3:PutObjectAcl を追
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を Kinesis Data Firehose に付与する

加します。これにより、Kinesis Data Firehose で配信されるオブジェクトへのフルアクセスが、バケッ
ト所有者に付与されます。このポリシーは、エラーログ記録のための CloudWatch へのアクセス権とデー
タ変換のためのへのアクセス権も Kinesis Data FirehoseAWS Lambda に付与します。このポリシーに
は、Amazon Kinesis Data Streams へのアクセスを許可するステートメントも含まれています。データ
ソースとして Kinesis Data Streams を使用しない場合は、そのステートメントを削除できます。Kinesis 
Data Firehose は Splunk へのアクセスに IAM を使用しません。Splunk へのアクセスには、HEC トークン
が使用されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": 
    [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]      
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        },      
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kinesis:DescribeStream", 
               "kinesis:GetShardIterator", 
               "kinesis:GetRecords", 
               "kinesis:ListShards" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "logs:PutLogEvents" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:*" 
           ] 
        }, 
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        { 
           "Effect": "Allow",  
           "Action": [ 
               "lambda:InvokeFunction",  
               "lambda:GetFunctionConfiguration"  
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
           ] 
        } 
    ]
}

他の AWS のサービスによる AWS リソースへのアクセスの許可の詳細については、IAM ユーザーガイド
の「AWS サービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

VPC の Splunk へのアクセス
Splunk プラットフォームが VPC にある場合、パブリック IP アドレスでパブリックにアクセス可能であ
る必要があります。また、Kinesis Data Firehose の IP アドレスをブロック解除して、Splunk プラット
フォームへのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する必要があります。Kinesis Data Firehose は現
在、次の CIDR ブロックを使用します。

• 米国東部 (オハイオ) 用の 18.216.68.160/27, 18.216.170.64/27, 18.216.170.96/27
• 米国東部 (バージニア北部) 用の 34.238.188.128/26, 34.238.188.192/26, 34.238.195.0/26
• 米国西部 (北カリフォルニア) 用の 13.57.180.0/26
• 米国西部 (オレゴン) 用の 34.216.24.32/27, 34.216.24.192/27, 34.216.24.224/27
• 18.253.138.192/26用AWS GovCloud (米国東部)
• 52.61.204.192/26用AWS GovCloud (米国西部)
• アジアパシフィック (香港) 用の 18.162.221.64/26
• アジアパシフィック (ムンバイ) 用の 13.232.67.64/26
• アジアパシフィック (ソウル) 用の 13.209.71.0/26
• アジアパシフィック (シンガポール) 用の 13.229.187.128/26
• アジアパシフィック (シドニー) 用の 13.211.12.0/26
• アジアパシフィック (東京) 用の 13.230.21.0/27, 13.230.21.32/27
• カナダ (中部) 用の 35.183.92.64/26
• 欧州 (フランクフルト) 用の 18.194.95.192/27, 18.194.95.224/27, 18.195.48.0/27
• 欧州 (アイルランド) 用の 34.241.197.32/27, 34.241.197.64/27, 34.241.197.96/27
• 欧州 (ロンドン) 用の 18.130.91.0/26
• 欧州 (パリ) 用の 35.180.112.0/26
• 欧州 (ストックホルム) 用の 13.53.191.0/26
• 中東 (バーレーン) 用の 15.185.91.64/26
• 南米 (サンパウロ) 用の 18.228.1.192/26
• 欧州 (ミラノ) 用の 15.161.135.192/26
• アフリカ (ケープタウン) 用の 13.244.165.128/26
• アジアパシフィック (大阪) 用の 13.208.217.0/26
• 中国 (北京) 用の 52.81.151.64/26
• 中国 (寧夏) 用の 161.189.23.128/26
• 108.136.221.128/26アジアパシフィック (ジャカルタ) 向け
• 3.28.159.64/26中東 (アラブ首長国連邦) 向け
• 18.100.194.0/26欧州 (スペイン) 向け
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• 16.62.183.64/26欧州 (チューリッヒ) 向け
• 18.60.192.192/26アジアパシフィック (ハイデラバード) 向け
• 16.50.161.192/26アジアパシフィック (メルボルン) 向け

HTTP エンドポイントの送信先へのアクセス権を 
Kinesis Data Firehose に付与する
Kinesis Data Firehose を使用して、任意の HTTP エンドポイントの送信先にデータを配信できます。ま
た、Kinesis Data Firehose は指定した Amazon S3 バケットにデータをバックアップします。必要に応じ
て Amazon S3 のサーバー側の暗号化のために所有している AWS KMS キーを使用することもできます。
エラーログ記録が有効になっている場合、Kinesis Data Firehose CloudWatch はデータ配信エラーをログ
ストリームに送信します。データ変換のために AWS Lambda を使用することもできます。

配信ストリームを作成するときは、IAM ロールが必要です。Kinesis Data Firehose はその IAM ロールを引
き受け、指定されたバケット、キー、 CloudWatch ロググループとストリームへのアクセス権を取得しま
す。

次のアクセスポリシーを使用して、Kinesis Data Firehose がデータバックアップ用に指定した S3 バケッ
トにアクセスできるようにします。S3 バケットを所有していない場合は、Amazon S3 アクションのリ
ストに s3:PutObjectAcl を追加します。これにより、Kinesis Data Firehose で配信されるオブジェ
クトへのフルアクセスが、バケット所有者に付与されます。このポリシーは、エラーログ記録のための 
CloudWatch へのアクセス権とデータ変換のためのへのアクセス権も Kinesis Data FirehoseAWS Lambda 
に付与します。このポリシーには、Amazon Kinesis Data Streams へのアクセスを許可するステートメン
トも含まれています。データソースとして Kinesis Data Streams を使用しない場合は、そのステートメン
トを削除できます。

Important

Kinesis Data Firehose は IAM を使用して、サポートされているサードパーティーサービスプロ
バイダー、MongoDB、New Relic、Splunk、Sumo Logic など LogicMonitor、サポートされてい
るサードパーティーサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイントの送信先に自動的
にアクセスします。サポートされているサードパーティーサービスプロバイダーが所有する指定
された HTTP エンドポイントの送信先にアクセスするには、そのサービスプロバイダーに連絡し
て、Kinesis Data Firehose からそのサービスへのデータ配信を有効にするために必要な API キー
またはアクセスキーを取得します。

{ 
    "Version": "2012-10-17",   
    "Statement": 
    [     
        {       
            "Effect": "Allow",       
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject" 
            ],       
            "Resource": [         
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"       
            ]      
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:Decrypt", 
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               "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"            
           ], 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com" 
               }, 
               "StringLike": { 
                   "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix*" 
               } 
           } 
        },      
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kinesis:DescribeStream", 
               "kinesis:GetShardIterator", 
               "kinesis:GetRecords", 
               "kinesis:ListShards" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "logs:PutLogEvents" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:log-stream:*" 
           ] 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow",  
           "Action": [ 
               "lambda:InvokeFunction",  
               "lambda:GetFunctionConfiguration"  
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name:function-version" 
           ] 
        } 
    ]
}

他の AWS のサービスによる AWS リソースへのアクセスの許可の詳細については、IAM ユーザーガイド
の「AWS サービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Important

現在、Kinesis Data Firehose は VPC 内の HTTP エンドポイントへのデータ配信をサポートして
いません。

Amazon S3 の送信先へのクロスアカウント間の配信
AWS CLI または Kinesis Data Firehose API を使用して、1 つの AWS アカウントで配信ストリームを作
成し、Amazon S3 の送信先は別のアカウントに設定できます。次の手順では、アカウント A が所有する 
Kinesis Data Firehose 配信ストリームを設定して、アカウント B が所有する Amazon S3 バケットにデー
タを配信する例を示します。

1. [Amazon S3 Destination へのアクセス権限を Kinesis Firehose に付与する] で説明されているステップ
を使用して、アカウント A で IAM ロールを作成します。
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Note

この場合、アクセスポリシーで指定した Amazon S3 バケットはアカウント B が所有して
います。Amazon Kinesis Data Firehose が配信するオブジェクトへのフルアクセスがア
カウント B に付与されるよう、アクセスポリシーで Amazon S3 アクションのリストに
s3:PutObjectAcl を追加したことを確認してください。このアクセス許可は、クロスア
カウント配信に必要です。Kinesis Data Firehose はリクエストのx-amz-acl「」ヘッダーを
「bucket-owner-full-control」に設定します。

2. 以前に作成した IAM ロールからのアクセスを許可するには、アカウント B で S3 バケットポリシー
を作成します。次のコードは、バケットポリシーの例です。詳細については、「バケットポリシーと
ユーザーポリシーの使用」を参照してください。

{ 

    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "PolicyID", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "StmtID", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::accountA-id:role/iam-role-name" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
} 
                         

3. ステップ 1 で作成した IAM ロールを使用して、アカウント A で Kinesis Data Firehose 配信ストリー
ムを作成します。

OpenSearchサービス送信先へのクロスアカウント間
の配信
AWS CLIまたは Kinesis Data Firehose API を使用して、1 つのAWSアカウントで配信ストリームを作成
し、 OpenSearch サービスの送信先は別のアカウントに設定できます。次の手順では、アカウント A で 
Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成し、アカウント B OpenSearch が所有するサービスの送信先
にデータを配信するよう設定する方法の例を示しています。

1. the section called “Kinesis Data Firehose OpenSearch に公共サービスの送信先へのアクセス権を 
Kinesis Data Firehose に付与する” (p. 53) で示されているステップを使用して、アカウント A に 
IAM ロールを作成します。

2. 前のステップで作成した IAM ロールからのアクセスを許可するには、アカウント B OpenSearch に
サービスポリシーを作成します。例として、JSON を以下に示します。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::Account-A-ID:role/firehose_delivery_role " 
      }, 
      "Action": "es:ESHttpGet", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_all/
_settings", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_cluster/
stats", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/roletest*/
_mapping/roletest", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_nodes", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_nodes/stats", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_nodes/*/
stats", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/_stats", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/roletest*/
_stats", 
        "arn:aws:es:us-east-1:Account-B-ID:domain/cross-account-cluster/" 
      ] 
    } 
  ]
}                    

3. ステップ 1 で作成した IAM ロールを使用して、アカウント A で Kinesis Data Firehose 配信ストリー
ムを作成します。配信ストリームを作成する場合は、AWS CLIまたは Kinesis Data Firehose API を使
用して、ClusterEndpointDomainARN OpenSearch サービスの代わりにフィールドを指定します。

Note

1 つのAWSアカウントで配信ストリームを作成し、 OpenSearch サービスの送信先は別のアカ
ウントに設定するには、AWS CLIまたは Kinesis Data Firehose API を使用する必要がありま
す。AWS Management Console を使用して、このような種類のクロスアカウント設定を作成する
ことはできません。

タグを使用したアクセスの制御
IAM ポリシーでオプションの Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用して、タグキーと値
に基づいて Kinesis Data Firehose オペレーションへのアクセスを微調整できます。以下のサブセクショ
ンでは、さまざまな Kinesis Data Firehose オペレーションに対してこれを行う方法について説明しま
す。Condition 要素とその中で使用できる演算子の使用の詳細については、「IAM JSON ポリシー要素: 
Condition」を参照してください。

CreateDeliveryStream
CreateDeliveryStream オペレーションでは、aws:RequestTag 条件キーを使用します。次の例で
は、MyKey と MyValue はキー、およびタグの対応する値を表しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "firehose:CreateDeliveryStream", 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/MyKey": "MyValue" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

TagDeliveryStream
TagDeliveryStream オペレーションでは、aws:TagKeys 条件キーを使用します。次の例では、MyKey
はサンプルタグキーです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "firehose:TagDeliveryStream", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": "MyKey" 
                 } 
            } 
        } 
    ]
}

UntagDeliveryStream
UntagDeliveryStream オペレーションでは、aws:TagKeys 条件キーを使用します。次の例で
は、MyKey はサンプルタグキーです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "firehose:UntagDeliveryStream", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": "MyKey" 
                 } 
            } 
        } 
    ]
}

ListDeliveryStreams
ListDeliveryStreams でタグベースのアクセスコントロールを使用することはできません。

その他の Kinesis Data Firehose オペレーション
CreateDeliveryStream、TagDeliveryStream、UntagDeliveryStream、および
ListDeliveryStreams 以外のすべての Kinesis Data Firehose オペレーションでは、aws:RequestTag
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条件キーを使用します。次の例では、MyKey と MyValue はキー、およびタグの対応する値を表していま
す。

ListDeliveryStreamsfirehose:ResourceTag条件キーを使用して、その配信ストリームのタグに基
づいてアクセスを制御します。

次の例では、MyKey と MyValue はキー、およびタグの対応する値を表しています。このポリシー
は、MyKey値がのタグ名を持つ Data Firehose 配信ストリームにのみ適用されますMyValue。リソースタ
グに基づくアクセス制御の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSタグを使用してリソースへのア
クセスを制御する」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "firehose:DescribeDeliveryStream", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                      "firehose:ResourceTag/MyKey": "MyValue" 
                  } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon Kinesis Data Firehose のモニタリング
Kinesis Data Firehose は、配信ストリームのモニタリング機能を備えています。詳細については、「モニ
タリング (p. 92)」を参照してください。

Amazon Kinesis Data Firehose のコンプライアンス
検証

Amazon Kinesis Data Firehose のセキュリティとコンプライアンスは、AWS のさまざまなコンプライアン
スプログラムの一環として、サードパーティーの監査機関によって評価されます。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、「AWS 
コンプライアンスプログラム」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。

Kinesis Data Firehose を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。Kinesis Data Firehose の使
用が HIPAA、PCI、または FedRAMP などの規格に準拠していることを前提としている場合、AWS は以
下を支援するリソースを提供します。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を 
AWS にデプロイするためのステップを提供します。
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• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。

• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub: この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、
セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

Amazon Kinesis Data Firehose の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

Kinesis Data Firehose では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバック
アップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

災害対策
Kinesis Data Firehose はサーバーレスモードで実行され、ホストのパフォーマンス低下、アベイラビリ
ティーゾーンの可用性、および自動移行に伴うインフラストラクチャ関連のその他の問題に対応します。
問題が発生した場合でも、Kinesis Data Firehose によって、配信ストリームがデータ損失なしで移行され
ます。

Kinesis Data Firehose のインフラストラクチャセ
キュリティ

マネージドサービスである Amazon Kinesis Data Firehose は、「Amazon Web Services: セキュリティプ
ロセスの概要」ホワイトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保
護されています。

AWS が発行している API コールを使用して、ネットワーク経由で Kinesis Data Firehose にアクセスしま
す。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 
1.2 以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-
Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサ
ポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサ
ポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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VPC エンドポイント (PrivateLink)
Kinesis Data Firehose は VPC エンドポイントのサポートを提供します (PrivateLink)。詳細については、
「Kinesis Data Firehose でAWS PrivateLink (p. 125)」を参照してください。

Kinesis Data Firehose のセキュリティのベストプラ
クティス

Amazon Kinesis Data Firehose には、独自のセキュリティポリシーを策定および実装する際に考慮すべき
さまざまなセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインで
あり、完全なセキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティス
はお客様の環境に適切ではないか、十分ではない場合があるため、これらは処方箋ではなく、有用な考慮
事項と見なしてください。

最小特権アクセスの実装
アクセス許可を付与する場合、どのユーザーにどの Kinesis Data Firehose リソースに対するアクセス許可
を付与するかは、お客様が決定します。つまり、該当リソースに対して許可する特定のアクションを有効
にするということです。このため、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与する必要があります。
最小限の特権アクセスの実装は、セキュリティリスクはもちろん、エラーや悪意ある行動によってもたら
される可能性のある影響を減らす上での基本となります。

IAM ロールの使用
プロデューサーおよびクライアントアプリケーションには、Kinesis Data Firehose 配信ストリームにアク
セスするために有効な認証情報が必要です。また、Kinesis Data Firehose 配信ストリームには、送信先
にアクセスするための有効な認証情報が必要です。AWS 認証情報は、クライアントアプリケーションや 
Amazon S3 バケットに直接保存しないでください。これらは自動的にローテーションされない長期的な認
証情報であり、漏洩するとビジネスに大きな影響が及ぶ場合があります。

代わりに、IAM ロールを使用して、Kinesis Data Firehose 配信ストリームにアクセスするためのプロ
デューサーおよびクライアントアプリケーションの一時的な認証情報を管理してください。ロールを使用
する場合、長期的な認証情報 (ユーザー名やパスワード、アクセスキーなど) を使用して他のリソースにア
クセスする必要はありません。

詳細については、IAM ユーザーガイドにある下記のトピックを参照してください。

• IAM ロール
• ロールの一般的なシナリオ: ユーザー、アプリケーション、およびサービス

依存リソースでのサーバー側の暗号化の実装
保管中のデータと転送中のデータは Kinesis Data Firehose で暗号化できます。詳細については、
「Amazon Kinesis Data Firehose のデータ保護」を参照してください。

API CloudTrail コールの監視に使用
Kinesis Data Firehose は AWS CloudTrail に統合されています。これは、ユーザー、ロール、また
は、Kinesis Data Firehose の AWS サービスによって実行されたアクションの記録を提供するサービスで
す。
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で収集された情報を使用して CloudTrail、Kinesis Data Firehose に対するリクエスト、リクエスト元の IP 
アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

詳細については、「the section called “AWS CloudTrail を使用した Kinesis Data Firehose API コールのロ
グ記録” (p. 116)」を参照してください。
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Amazon Kinesis Data Firehose の
データ変換

Kinesis Data Firehoseでは、Lambda 関数を呼び出して、受信した送信元データを変換してから送信先に
配信できます。Kinesis Data Firehose のデータ変換は、配信ストリームの作成時に有効にすることができ
ます。

データ変換フロー
Kinesis Data Firehose データ変換を有効にすると、Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしま
す。バッファリングヒントは 0.2 MB から最大 3 MB までの範囲です。デフォルトのバッファリングヒン
トは、Splunk を除くすべての宛先で 1 MB です。Splunk の場合、デフォルトのバッファリングヒントは 
256 KB です。(バッファサイズを調整するには、BufferSizeInMBs と呼ばれる ProcessorParameter
で ProcessingConfiguration API を使用します。） 次に、Kinesis Data Firehose は、AWS Lambda 
同期呼び出しモードを使用して、バッファされた各バッチで、指定された Lambda 関数を非同期的に呼び
出します。変換されたデータは、Lambda から Kinesis Data Firehose に送信されます。その後、変換され
たデータは、指定された送信先のバッファサイズとバッファ間隔のいずれかに到達したときに、Kinesis 
Data Firehose より送信先に配信されます。到達順序は関係ありません。

Important

Lambda 同期呼び出しモードには、リクエストとレスポンスの両方について、ペイロードサイズ
に 6 MB の制限があります。関数にリクエストを送信するためのバッファサイズが 6 MB 以下で
あることを確認してください。また、関数より返るレスポンスが 6 MB を超えないことを確認し
ます。

データ変換とステータスモデル
Lambda からのすべての変換されたレコードには、以下のパラメータが含まれる必要があります。含まれ
ない場合、Kinesis Data Firehose はそれらのレコードを拒否し、データ変換の失敗として処理します。

recordId

レコード ID は呼び出し時に Kinesis Data Firehose から Lambda に渡されます。変換されたレコード
には、同じレコード ID が含まれる必要があります。元のレコードの ID と変換されたレコードの ID 
との不一致は、データ変換失敗として扱われます。

result

レコードのデータ変換のステータス。指定できる値は次のとおりです: Ok (レコードが正常に変換さ
れた)、Dropped (レコードが処理ロジックによって意図的に削除された)、ProcessingFailed (レ
コードを変換できなかった)。レコードのステータスが Ok または Dropped の場合、Kinesis Data 
Firehose はレコードが正常に処理されたとみなします。それ以外の場合、Kinesis Data Firehose はそ
れが正常に処理できなかったと見なします。

データ

base64 エンコード後の変換されたデータペイロード。
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Lambda の設計図
これらの設計図は、AWS Lambda 関数を作成して使用して Kinesis Firehose データストリームのデータを
変換する方法を示しています。

AWS Lambda コンソールで使用可能な設計図を表示するには

1. AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

2. [関数の作成]、[Use a blueprint (設計図の使用)] の順に選択します。
3. [設計図] フィールドで、キーワード firehose で検索して Kinesis Data Firehose Lambda 設計図を見

つけます。

設計図のリスト:

• Kinesis Firehose ストリームに送信されたプロセスレコード (Node.js、Python)

この設計図は、AWS Lambda を使用して Kinesis Data Firehose データストリーム内のデータを処理す
る方法の基本的な例を示しています。

最新のリリース日:2016 年 11 月

リリースノート:なし。
• Kinesis Firehose CloudWatch に送信されたプロセスログ (Node.js、Python)

この設計図は、AWS Lambda を使用して Kinesis Data Firehose に送信された Amazon CloudWatch ロ
グを解凍する方法を示しています。

最新のリリース日：2022年9月15日。

リリースノート:このブループリントの最新リリースバージョンでは、エラー処理を改善して Kinesis 
Data Firehose と Lambda の使用料を削減する方法を示しています。このブループリントを使用すると
きは、Kinesis Firehose Lambda のバッファサイズ設定を 256 KB に変更してください。

• Kinesis Firehose ストリームレコードを syslog 形式で JSON (Node.js) に変換します

この設計図は、RFC3164 Syslog 形式の入力レコードを JSON に変換する方法を示しています。

最新のリリース日:2016 年 11 月

リリースノート:なし。

AWS Serverless Application Repository で使用可能な設計図を表示するには

1. AWS Serverless Application Repository に移動します。
2. [すべてのアプリケーションを参照] を選択します。
3. [アプリケーション] フィールドで、キーワード firehose を検索します。

設計図を使用せずに Lambda 関数を作成することもできます。「AWS Lambda の開始方法」を参照してく
ださい。
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データ変換失敗の処理
ネットワークタイムアウトのために、または Lambda 呼び出しの制限に達したために、Lambda 関数呼
び出しが失敗した場合、Kinesis Data Firehose は呼び出しをデフォルトで 3 回再試行します。呼び出し
が成功しなければ、Kinesis Data Firehose はそのレコードのバッチをスキップします。スキップされたレ
コードは処理失敗として扱われます。またはUpdateDestination API CreateDeliveryStreamを使用して
再試行オプションを指定またはオーバーライドできます。このタイプの失敗の場合、呼び出しエラーログ
を Amazon CloudWatch Logs に出力できます。詳細については、「 CloudWatch ログを使用した Kinesis 
Data Firehose のモニタリング (p. 107)」を参照してください。

レコードのデータ変換のステータスが ProcessingFailed の場合、Kinesis Data Firehose はそ
のレコードを処理失敗として扱います。このタイプの失敗の場合、エラーログを Lambda 関数から 
Amazon CloudWatch Logs に出力できます。詳細については、AWS LambdaAWS Lambda開発者ガイド
の「Amazon CloudWatch Logs へのアクセス」を参照してください。

データ変換が失敗した場合、処理に失敗したレコードは S3 バケットの processing-failed フォルダに
配信されます。レコードの形式は以下のとおりです。

{ 
    "attemptsMade": "count", 
    "arrivalTimestamp": "timestamp", 
    "errorCode": "code", 
    "errorMessage": "message", 
    "attemptEndingTimestamp": "timestamp", 
    "rawData": "data", 
    "lambdaArn": "arn"
}

attemptsMade

呼び出しリクエストの試行回数。
arrivalTimestamp

Kinesis Data Firehose がレコードを受信した時間。
errorCode

Lambda から返された HTTP エラーコード。
errorMessage

Lambda から返されたエラーメッセージ。
attemptEndingTimestamp

Kinesis Data Firehose が Lambda 呼び出しの試行を停止した時間。
rawData

base64 エンコード後のレコードデータ。
lambdaArn

Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。

Lambda の呼び出し時間
Kinesis Data Firehose では、最大 5 分の Lambda の呼び出し時間がサポートされます。Lambda 関数の完
了に 5 分を超える時間がかかる場合は、次のエラーが表示されます: Firehose で、AWS Lambda を呼び出
すときにタイムアウトエラーが発生しました。サポートされる関数の最大タイムアウトは 5 分です。
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このようなエラーが発生した場合の Kinesis Data Firehose による処理の詳細については、「the section 
called “データ変換失敗の処理” (p. 72)」を参照してください。

ソースレコードのバックアップ
Kinesis Data Firehose は、変換されたレコードを送信先に配信すると同時に、変換されなかったすべての
レコードを S3 バケットにバックアップできます。ソースレコードのバックアップは、配信ストリームの
作成または更新時に有効にすることができます。ソースレコードのバックアップは、有効にした後で無効
にすることはできません。
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Kinesis Data Firehose での動的パー
ティショニング

動的パーティショニングを使用すると、データ内のキーを使用して (たとえば、customer_id また
は transaction_id) Kinesis Data Firehose でストリーミングデータを継続的にパーティショニング
し、これらのキーでグループ化されたデータを、対応する Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) プレフィックスに配信できます。これにより、Amazon Athena、Amazon EMR、Amazon Redshift 
Spectrum、Amazon などのさまざまなサービスを使用して、Amazon S3 QuickSight のストリーミング
データに対して高性能でコスト短縮されます。また、AWS Glue は、追加の処理が必要なユースケース
で、動的にパーティショニングされたストリーミングデータを Amazon S3 に配信した後、より高度な抽
出、変換、ロード (ETL) ジョブを実行できます。

データをパーティショニングすることで、スキャンされるデータ量が最小限に抑えられ、パフォーマンス
が最適化され、Amazon S3 での分析クエリのコストが削減されます。また、データへのきめ細かいアクセ
スも向上します。Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、データをキャプチャして Amazon S3 にロー
ドするために従来より使用されています。Amazon S3 ベースの分析用にストリーミングデータセットを
パーティショニングするには、データを分析に使用できるようにする前に、Amazon S3 バケット間でパー
ティショニングアプリケーションを実行する必要がありますが、これは複雑になるか、費用がかかる場合
があります。

動的パーティショニングでは、Kinesis Data Firehose は、動的または静的に定義されたデータキーを使用
して送信中のデータを継続的にグループ化し、キーごとに個々の Amazon S3 プレフィックスにデータを
配信します。これにより time-to-insight 、短縮されます。また、コストを削減し、アーキテクチャを簡素
化します。

トピック
• パーティショニングキー (p. 74)
• 動的パーティショニングの Amazon S3 バケットプレフィックス (p. 78)
• 集約データの動的パーティショニング (p. 79)
• S3 にデータを配信するときに新しい行区切り文字を追加する (p. 79)
• 動的パーティショニングを有効にする方法 (p. 79)
• 動的パーティショニングのエラー処理 (p. 80)
• データバッファリングと動的パーティショニング (p. 80)

パーティショニングキー
動的パーティショニングでは、パーティショニングキーに基づいてデータをパーティショニングするこ
とで、ストリーミング S3 データからターゲットデータセットを作成します。パーティショニングキー
を使用すると、特定の値に基づいてストリーミングデータをフィルタリングできます。たとえば、顧客 
ID と国に基づいてデータをフィルタリングする必要がある場合は、1 つのパーティショニングキーとし
て customer_id のデータフィールドを、また別のパーティショニングキーとして country のデータ
フィールドを指定できます。次に、(サポートされている形式を使用して) 式を指定し、動的にパーティ
ショニングされたデータレコードの配信先となる S3 バケットプレフィックスを定義します。

パーティショニングキーの作成でサポートされているメソッドは次のとおりです。
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• インライン解析 - このメソッドは、JSON 形式のデータレコードからパーティショニングするための
キーの抽出で、Amazon Kinesis Data Firehose 組み込みサポートメカニズムである jq パーサーを使用し
ます。

• AWS Lambda 関数 - このメソッドは、指定された AWS Lambda 関数を使用して、パーティショニング
に必要なデータフィールドを抽出して返します 。

Important

動的パーティショニングを有効にする場合、データをパーティショニングするには、これらのメ
ソッドの少なくとも 1 つを設定する必要があります。これらのメソッドのいずれかを設定して、
パーティショニングキーを指定することも、両方を同時に指定することもできます。

インライン解析によるパーティショニングキーの作成
ストリーミングデータの動的パーティショニングメソッドとしてインライン解析を設定するには、パー
ティショニングキーとして使用するデータレコードパラメータを選択し、それぞれの指定したパーティ
ショニングキーの値を提供する必要があります。

次のサンプルデータレコードを見て、インライン解析でパーティショニングキーを定義する方法を確認し
ましょう。

{   
   "type": {   
    "device": "mobile",   
    "event": "user_clicked_submit_button"  
  },   
  "customer_id": "1234567890",   
  "event_timestamp": 1565382027,   #epoch timestamp   
  "region": "sample_region"   
}   

たとえば、customer_id パラメータまたは event_timestamp パラメータに基づいてデータをパーティ
ショニングすることを選択できます。これは、レコードが配信される S3 プレフィックスの決定に使用さ
れる各レコードの customer_id パラメータまたは event_timestamp パラメータの値が必要であるこ
とを意味します。また、式 .type.device を用いた device のように、ネストされたパラメータを選択
することもできます。動的パーティショニングロジックは、複数のパラメータに依存する可能性がありま
す。

パーティショニングキーのデータパラメータを選択した後、各パラメータを有効な jq 式にマップします。
次のテーブルに、jq 式へのパラメータのマッピングを示します。

パラメータ ip 式

customer_id .customer_id

device .type.device

year .event_timestamp| strftime("%Y")

month .event_timestamp| strftime("%m")

day .event_timestamp| strftime("%d")

hour .event_timestamp| strftime("%H")

実行時に、Kinesis Data Firehose は上の右の列を使用して、各レコードのデータに基づいてパラメータを
評価します。
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AWS Lambda 関数を用いてパーティショニングキー
を作成する
圧縮または暗号化されたデータレコード、または JSON 以外のファイル形式のデータについては、パー
ティショニングに必要なデータフィールドを抽出して返すために、レコードの解凍、復号化、または変
換を行う独自のカスタムコードを持つ統合された AWS Lambda 関数を使用することができます。これ
は、Kinesis Data Firehose で現在利用できる既存の変換 Lambda 関数の拡張です。同じ Lambda 関数を使
用して、動的パーティショニングに使用できるデータフィールドを変換、解析、および返すことができま
す。

以下は、入力から出力までのすべての読み取りレコードを再生し、レコードからパーティショニングキー
を抽出する Python の Lambda 関数を処理する Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームの例です。

from __future__ import print_function
import base64
import json
import datetime 
  
# Signature for all Lambda functions that user must implement
def lambda_handler(firehose_records_input, context): 
    print("Received records for processing from DeliveryStream: " + 
 firehose_records_input['deliveryStreamArn'] 
          + ", Region: " + firehose_records_input['region'] 
          + ", and InvocationId: " + firehose_records_input['invocationId']) 
  
    # Create return value. 
    firehose_records_output = {'records': []} 
  
    # Create result object. 
    # Go through records and process them 
  
    for firehose_record_input in firehose_records_input['records']: 
        # Get user payload 
        payload = base64.b64decode(firehose_record_input['data']) 
        json_value = json.loads(payload) 
  
        print("Record that was received") 
        print(json_value) 
        print("\n") 
        # Create output Firehose record and add modified payload and record ID to it. 
        firehose_record_output = {} 
        event_timestamp = datetime.datetime.fromtimestamp(json_value['eventTimestamp']) 
        partition_keys = {"customerId": json_value['customerId'], 
                          "year": event_timestamp.strftime('%Y'), 
                          "month": event_timestamp.strftime('%m'), 
                          "date": event_timestamp.strftime('%d'), 
                          "hour": event_timestamp.strftime('%H'), 
                          "minute": event_timestamp.strftime('%M') 
                          } 
  
        # Create output Firehose record and add modified payload and record ID to it. 
        firehose_record_output = {'recordId': firehose_record_input['recordId'], 
                                  'data': firehose_record_input['data'], 
                                  'result': 'Ok', 
                                  'metadata': { 'partitionKeys': partition_keys }} 
  
        # Must set proper record ID 
        # Add the record to the list of output records. 
  
        firehose_records_output['records'].append(firehose_record_output) 
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    # At the end return processed records 
    return firehose_records_output

以下は、入力から出力までのすべての読み取りレコードを再生し、レコードからパーティショニングキー
を抽出する Go の Lambda 関数を処理する Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームの例です。

package main

import ( 
 "fmt" 
 "encoding/json" 
 "time" 
 "strconv" 

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events" 
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

type KinesisFirehoseEventRecordData struct { 
 CustomerId string `json:"customerId"`
}

func handleRequest(evnt events.KinesisFirehoseEvent) (events.KinesisFirehoseResponse, 
 error) { 

 fmt.Printf("InvocationID: %s\n", evnt.InvocationID) 
 fmt.Printf("DeliveryStreamArn: %s\n", evnt.DeliveryStreamArn) 
 fmt.Printf("Region: %s\n", evnt.Region) 

 var response events.KinesisFirehoseResponse 

 for _, record := range evnt.Records { 
  fmt.Printf("RecordID: %s\n", record.RecordID) 
  fmt.Printf("ApproximateArrivalTimestamp: %s\n", record.ApproximateArrivalTimestamp) 

  var transformedRecord events.KinesisFirehoseResponseRecord 
  transformedRecord.RecordID = record.RecordID 
  transformedRecord.Result = events.KinesisFirehoseTransformedStateOk 
  transformedRecord.Data = record.Data 

  var metaData events.KinesisFirehoseResponseRecordMetadata 
  var recordData KinesisFirehoseEventRecordData 
  partitionKeys := make(map[string]string) 

  currentTime := time.Now() 
  json.Unmarshal(record.Data, &recordData) 
  partitionKeys["customerId"] = recordData.CustomerId 
  partitionKeys["year"] = strconv.Itoa(currentTime.Year()) 
  partitionKeys["month"] = strconv.Itoa(int(currentTime.Month())) 
  partitionKeys["date"] = strconv.Itoa(currentTime.Day()) 
  partitionKeys["hour"] = strconv.Itoa(currentTime.Hour()) 
  partitionKeys["minute"] = strconv.Itoa(currentTime.Minute()) 
  metaData.PartitionKeys = partitionKeys 
  transformedRecord.Metadata = metaData 

  response.Records = append(response.Records, transformedRecord) 
 } 

 return response, nil
}

func main() { 
 lambda.Start(handleRequest)
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S3 バケットプレフィックス

} 
             

動的パーティショニングの Amazon S3 バケットプ
レフィックス

Amazon S3 を送信先として使用する配信ストリームを作成する場合は、Kinesis Data Firehose がデータ
を配信する Amazon S3 バケットを指定する必要があります。Amazon S3 バケットプレフィックスを使用
して、S3 バケットに保存するデータを整理できます。Amazon S3 バケットプレフィックスは、類似オブ
ジェクトをグループ化できるディレクトリと同様のものです。

動的パーティショニングでは、パーティショニングされたデータは、指定された Amazon S3 プレフィッ
クスに配信されます。動的パーティショニングを有効にしない場合、配信ストリームの S3 バケットプ
レフィックスの指定はオプションです。ただし、動的パーティショニングを有効にする場合は、Kinesis 
Data Firehose がパーティショニングされたデータを配信する S3 バケットプレフィックスを指定する必要
があります。

動的パーティショニングを有効にするすべての配信ストリームで、S3 バケットプレフィックス値は、その
配信ストリームに対して指定されたパーティショニングキーに基づく式で構成されます。上記のデータレ
コードの例を再度使用して、上記で定義したパーティショニングキーに基づく式で構成される次の S3 プ
レフィックス値を構築できます。

"ExtendedS3DestinationConfiguration": {   
"BucketARN": "arn:aws:s3:::my-logs-prod",   
"Prefix": "customer_id=!{partitionKeyFromQuery:customer_id}/  
    device=!{partitionKeyFromQuery:device}/  
    year=!{partitionKeyFromQuery:year}/   
    month=!{partitionKeyFromQuery:month}/   
    day=!{partitionKeyFromQuery:day}/   
    hour=!{partitionKeyFromQuery:hour}/"   
}  
         

Kinesis Data Firehose は、実行時に上記の式を評価します。同じ評価された S3 プレフィックス式に一致
するレコードを 1 つのデータセットにグループ化します。Kinesis Data Firehose は、評価された S3 プレ
フィックスに各データセットを配信します。S3 へのデータセット配信の頻度は、配信ストリームバッファ
設定によって決まります。その結果、この例のレコードは次の S3 オブジェクトキーに配信されます。

s3://my-logs-prod/customer_id=1234567890/device=mobile/year=2019/month=08/day=09/hour=20/
my-delivery-stream-2019-08-09-23-55-09-a9fa96af-e4e4-409f-bac3-1f804714faaa 
         

動的パーティショニングでは、S3 バケットプレフィックスで次の式形式を使用する必要があ
ります: !{namespace:value}。ここで、名前空間は partitionKeyFromQuery または
partitionKeyFromLambda、またはその両方です。インライン解析を使用してソースデータのパーティ
ショニングキーを作成している場合は、次の形式で指定された式で構成される S3 バケットプレフィクス
値を指定する必要があります: "partitionKeyFromQuery:keyID"。AWS Lambda 関数を使用してソー
スデータのパーティショニングキーを作成している場合は、次の形式で指定された式で構成される S3 バ
ケットプレフィックス値を指定する必要があります。"partitionKeyFromLambda:keyID"。

Note

また、Hive スタイルの形式 (customer_id=! など) を使用して S3 バケットプレフィクス値を指定
することもできます。 {partitionKeyFromクエリ:カスタマー ID}。
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詳細については、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成および Amazon S3 オブジェクト
のカスタムプレフィックスの「配信先に Amazon S3 を選択」を参照してください。

集約データの動的パーティショニング
動的パーティショニングを集約データ (たとえば、複数のイベント、ログ、または単一の PutRecord お
よび PutRecordBatch API コールに集約されたレコードなど) に適用できますが、このデータはまず集
約解除する必要があります。マルチレコードの集約解除を有効にすることで、データを集約解除できま
す。これは、配信ストリーム内のレコードを解析して分離するプロセスです。マルチレコードの集約解
除は、JSON タイプのいずれかにすることができます。これは、レコードの分離は有効な JSON に基づ
いて実行されることを意味します。あるいは、Delimited タイプにすることができます。これは、レ
コードの分離は指定されたカスタム区切り文字に基づいて実行されることを意味します。このカスタム区
切り文字は base-64 でエンコードされた文字列である必要があります。たとえば、カスタム区切り記号
#### として次の文字列を使用する場合、base-64 のエンコード形式で指定する必要があります。これによ
り、IyMjIw== に変換されます。

集約データでは、動的パーティショニングを有効にすると、Kinesis Data Firehose はレコードを解析し、
指定されたマルチレコードの集約解除タイプに基づいて、各 API コール内で有効な JSON オブジェクトま
たは区切り付きレコードを検索します。

Important

データが集約されている場合、動的パーティショニングは、データが最初に集約解除された場合
にのみ適用できます。

S3 にデータを配信するときに新しい行区切り文字
を追加する

動的パーティションニングを有効にすると、Amazon S3 に配信されるオブジェクトのレコード間に改行区
切り記号を追加するように配信ストリームを設定できます。これは、Amazon S3 のオブジェクトの解析
に役立ちます。これは、動的パーティショニングが集約データに適用される場合にも特に便利です。それ
は、マルチレコードの集約解除 (動的にパーティション化する前に集約データに適用する必要があります) 
は、解析プロセスの一環としてレコードから新しい行を削除するからです。

動的パーティショニングを有効にする方法
Kinesis Data Firehose マネジメントコンソール、CLI、または API を使用して、配信ストリームの動的
パーティショニングを設定できます。

Important

動的パーティショニングは、新しい配信ストリームを作成する場合にのみ有効にできます。動的
パーティショニングがまだ有効になっていない既存の配信ストリームでは、動的パーティショニ
ングを有効にすることはできません。

新しい配信ストリームの作成中に Amazon Kinesis Data Firehose マネジメントコンソールを使用して
動的パーティショニングを有効にして設定する方法の詳細な手順については、「Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームの作成」を参照してください。配信ストリームの送信先を指定するタスクに到達
したら、「送信先にAmazon S3 を選択」セクションの手順に従ってください。現在、動的パーティショニ
ングは、Amazon S3 を送信先として使用する配信ストリームでのみサポートされているからです。

アクティブな配信ストリームで動的パーティショニングを有効にすると、新しいパーティショニングキー
と S3 プレフィックス式を追加するか、既存のそれらのキーと式を削除または更新することで、設定を更
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新できます。更新されると、Amazon Kinesis Data Firehose は新しいキーと新しい S3 プレフィックス式
の使用を開始します。

Important

配信ストリームで動的パーティショニングを有効にすると、この配信ストリームでは無効にでき
ません。

動的パーティショニングのエラー処理
Kinesis Data Firehose が配信ストリーム内のデータレコードを解析できない場合、または指定したパー
ティショニングキーを抽出できない場合、または S3 プレフィックス値に含まれる式を評価できない場
合、これらのデータレコードは S3 エラーバケットプレフィックスに配信されます。このプレフィック
スは、動的パーティショニングが有効にされる配信ストリームを作成するときに指定する必要がありま
す。S3 エラーバケットプレフィックスには、Kinesis Data Firehose が指定された S3 送信先に配信できな
いすべてのレコードが含まれています。これらのレコードは、エラータイプに基づいて整理されます。レ
コードとともに、配信されたオブジェクトには、エラーの理解と解決に役立つエラーに関する情報も含ま
れます。

配信ストリームの動的パーティショニングを有効にするには、この配信ストリームに S3 エラーバケット
プレフィックスを指定する必要があります。配信ストリームの動的パーティショニングを有効にしない場
合は、S3 エラーバケットプレフィックスの指定はオプションです。

データバッファリングと動的パーティショニング
Amazon Kinesis Data Firehose は特定の期間、受信するストリーミングデータを特定のサイズにバッファ
してから、指定の送信先に配信します。新しい配信ストリームの作成時にバッファサイズとバッファ間隔
を設定したり、既存の配信ストリームのバッファサイズとバッファ間隔を更新したりできます。バッファ
サイズは MB 単位で、バッファ間隔は秒単位です。

動的パーティショニングを有効にすると、Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 バケットにレコードを配
信する前に、設定されたバッファリングヒント (サイズと時間) に基づいて特定のパーティションに属する
レコードを内部的にバッファリングします。最大サイズのオブジェクトを配信するために、Kinesis Data 
Firehose は内部で多段階バッファリングを使用しています。そのため、 end-to-end レコードのバッチの遅
延は、設定されているバッファリングヒント時間の 1.5 倍になる可能性があります。これは配信ストリー
ムのデータ鮮度に影響します。

アクティブパーティション数は、配信バッファ内のアクティブパーティションの総数です。たとえば、
動的パーティショニングクエリが 1 秒あたり 3 つのパーティションを構築し、60 秒ごとに配信をトリ
ガーするバッファのヒント設定がある場合、平均して 180 個のアクティブパーティションが作成されま
す。Kinesis Data Firehose がパーティション内のデータを送信先に配信できない場合、このパーティショ
ンは、配信可能になるまで配信バッファ内でアクティブとしてカウントされます。

レコードデータフィールドと S3 プレフィックス式に基づいて S3 プレフィクスが新しい値に評価される
と、新しいパーティションが作成されます。アクティブパーティションごとに新しいバッファが作成され
ます。同じ評価された S3 プレフィックスを持つ後続のすべてのレコードが、そのバッファに配信されま
す。バッファがバッファサイズ制限またはバッファ時間間隔を満たすと、Amazon Kinesis Data Firehose 
はバッファデータを含むオブジェクトを作成し、指定した Amazon S3 プレフィックスに配信します。オ
ブジェクトが配信されると、そのパーティションのバッファとパーティション自体が削除され、アクティ
ブなパーティション数から除外されます。Amazon Kinesis Data Firehose は、各パーティションのバッ
ファサイズまたは間隔が個別に満たされると、各バッファデータを 1 つのオブジェクトとして配信しま
す。アクティブパーティションの数が配信ストリームごとの 500 個の制限に達すると、配信ストリームの
残りのレコードは、指定された S3 エラーバケットプレフィックスに配信されます。
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Kinesis Data Firehose での入力レ
コード形式の変換

Amazon Kinesis Data Firehose は、データを Amazon S3 に保存する前に、入力データ形式を JSON から
Apache Parquet または Apache ORC に変換できます。Parquet と ORC は、容量を節約し、JSON のよ
うな行指向の形式に比べ、より高速なクエリを可能にするカラム型のデータ形式です。カンマ区切り値 
(CSV) や構造化テキストなど、JSON 以外の入力形式を変換する場合は、まず AWS Lambda を使用して 
JSON に変換できます。詳細については、「データ変換 (p. 70)」を参照してください。

トピック
• レコード形式の変換の要件 (p. 81)
• JSON デシリアライザーの選択 (p. 82)
• シリアライザーの選択 (p. 82)
• 入力レコードの形式の変換 (コンソール) (p. 82)
• 入力レコードの形式の変換 (API) (p. 83)
• レコード形式変換のエラー処理 (p. 83)
• レコード形式の変換例 (p. 84)

レコード形式の変換の要件
Kinesis Data Firehose でレコードデータの形式を変換するためには、次の 3 つの要素が必要です。

• 入力データの JSON を読み取るデシリアライザ— デシリアライザーには、次の 2 種類のデシリアライ
ザーのうち、いずれかを選択できます。Apache Hive JSON SerDeまたはOpenX JSON SerDe。

Note

複数の JSON ドキュメントを同じレコードに結合する場合は、サポートされている JSON 形式
で入力が表示されていることを確認してください。JSON ドキュメントの配列は有効な入力で
はありません。
たとえば、これは正しい入力です: {"a":1}{"a":2}
そして、これは間違った入力です: [{"a":1}, {"a":2}]

• データの解釈方法を決定するスキーマ – AWS Glue を使用して AWS Glue Data Catalog にスキーマを作
成します。Kinesis Data Firehose はそのスキーマを参照し、使用して入力データを解釈します。同じス
キーマを使用して、Kinesis Data Firehose ソフトウェアと分析ソフトウェアの両方を設定できます。詳
細については、AWS Glue 開発者ガイドの「AWS Glue データカタログの作成」を参照してください。

• データをターゲットのカラム型ストレージ形式 (Parquet または ORC) に変換するシリアライザー— シ
リアライザーには、次の 2 種類のシリアライザーのうち、いずれかを選択できます。ORC SerDeまた
はParquet SerDe。

Important

レコード形式の変換を有効にすると、Kinesis Data Firehose の送信先を Amazon OpenSearch 
Service、Amazon Redshift、または Splunk に設定することはできません。形式の変換を有効に
すると、Amazon S3 が唯一 Kinesis Data Firehose 配信ストリームに使用できる送信先になりま
す。
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Kinesis Data Firehose に送信する前にレコードを集約しても、データの形式を変換できます。

JSON デシリアライザーの選択
入力 JSON に次の形式のタイムスタンプが含まれている場合は、OpenX JSON SerDe を選択します。

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.S]'Z'。小数は最大 9 桁まで使用できます – 例:
2017-02-07T15:13:01.39256Z。

• yyyy-[M]M-[d]d HH:mm:ss[.S]。小数は最大 9 桁まで使用できます – 例: 2017-02-07 15:13:01.14。
• エポック秒 – たとえば、1518033528 です。
• エポックミリ秒 – たとえば、1518033528123 です。
• 浮動小数点エポック秒 – たとえば、1518033528.123 です。

OpenX JSON SerDe はピリオド (.) をアンダースコア (_) に変換できます。デシリアライズする前
に、JSON キーを小文字に変換することもできます。Kinesis Data Firehose を介したこのデシリアライ
ザーで利用可能になるオプションの詳細については、「OpenXJsonSerDe」を参照してください。

どのデシリアライザーを選択するかわからない場合は、サポートされていないタイムスタンプがない限
り、OpenX JSON SerDe を使用します。

前述の形式以外のタイムスタンプがある場合は、Apache Hive JSON SerDe を使用します。このデ
シリアライザーを選択すると、使用するタイムスタンプ形式を指定できます。指定するには、Joda-
Time DateTimeFormat 形式の文字列のパターン構文に従います。詳細については、「Class 
DateTimeFormat」を参照してください。

特殊な値 millis を使用して、エポックミリ秒でタイムスタンプを解析することもできます。形式を指定
していない場合は、Kinesis Data Firehose はデフォルトで java.sql.Timestamp::valueOf を使用し
ます。

Hive JSON SerDe は以下を許可しません。

• 列名のピリオド (.)。
• タイプが uniontype のフィールド。
• スキーマに数値型を持つフィールドですが、JSON 形式の文字列です。たとえば、スキーマが (int) で 

JSON が {"a":"123"} の場合、Hive SerDe ではエラーが発生します。

Hive SerDe はネストされた JSON を文字列に変換しません。たとえば、{"a":{"inner":1}} がある場
合、{"inner":1} は文字列として扱われません。

シリアライザーの選択
選択するシリアライザーは、ビジネスニーズに応じて異なります。シリアライザーの 2 つのオプションの
詳細については、「ORC SerDe」および「Parquet SerDe」を参照してください。

入力レコードの形式の変換 (コンソール)
Kinesis 配信ストリームを作成または更新するときに、コンソールでデータ形式の変換を有効にできま
す。データ形式の変換を有効にすると、Amazon S3 が配信ストリームに設定できる唯一の送信先になり
ます。また、形式変換を有効にすると Amazon S3 圧縮が無効化されます。ただし、変換プロセスの一部
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として Snappy 圧縮が自動的に実行されます。この場合に Kinesis Data Firehose が使用する Snappy の
フレーミング形式は Hadoop と互換性があります。つまり、Snappy 圧縮の結果を使用して、Athena でこ
のデータに対するクエリを実行できます。Hadoop が依存する Snappy のフレーミング形式については、
「BlockCompressorStream.java」を参照してください。

データ配信ストリームのデータ形式の変換を有効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Kinesis Data Firehose コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/firehose/) を開きます。

2. 更新する Kinesis Data Firehose 配信ストリームを選択するか、「Amazon Kinesis Data Firehose 配信
ストリームの作成 (p. 5)」の手順に従って新しい配信ストリームを作成します。

3. [Convert record format (レコード形式を変換)] で、[Record format conversion (レコード形式の変換)] 
を [Enabled (有効)] に設定します。

4. 目的の出力形式を選択します。2 つのオプションの詳細については、Apache Parquet および Apache 
ORC を参照してください。

5. AWS Glue テーブルを選択してソースレコードのスキーマを指定します。リージョン、データベー
ス、テーブル、テーブルバージョンを設定します。

入力レコードの形式の変換 (API)
Kinesis Data Firehose で入力データの形式を JSON から Parquet または ORC に変換する場
合、ExtendedS3DestinationConfiguration または ExtendedS3DestinationUpdate で、オプションの
DataFormatConversionConfiguration 要素を指定します。DataFormatConversionConfiguration を指定する
場合は、次の制限が適用されます。

• BufferingHints では、レコード形式の変換を有効にすると、SizeInMBs を 64 未満の値に設定できませ
ん。また、形式の変換が有効でない場合、デフォルト値は 5 です。有効にすると、この値は 128 になり
ます。

• ExtendedS3DestinationConfiguration または ExtendedS3DestinationUpdate の CompressionFormat
を UNCOMPRESSED に設定する必要があります。CompressionFormat のデフォルト値は
UNCOMPRESSED です。したがって、ExtendedS3DestinationConfiguration で指定しないままにする
こともできます。その場合もデータは、デフォルトで Snappy 圧縮を使用して、シリアル化プロセス
の一環として圧縮されます。この場合に Kinesis Data Firehose が使用する Snappy のフレーミング
形式は Hadoop と互換性があります。つまり、Snappy 圧縮の結果を使用して、Athena でこのデー
タに対するクエリを実行できます。Hadoop が依存する Snappy のフレーミング形式については、
「BlockCompressorStream.java」を参照してください。シリアライザーを構成する場合は、他のタイプ
の圧縮を選択できます。

レコード形式変換のエラー処理
Kinesis Data Firehose がレコードを解析またはデシリアライズできない場合 (たとえば、データがスキー
マと一致しない場合)、エラープレフィックスを付けて Amazon S3 に書き込みます。この書き込みが失敗
した場合、Kinesis Data Firehose はこの書き込みを永久に再試行し、追加で配信されないようにします。
失敗したレコードごとに、Kinesis Data Firehose は次のスキーマを持つ JSON ドキュメントを書き込みま
す。

{ 
  "attemptsMade": long, 
  "arrivalTimestamp": long, 
  "lastErrorCode": string, 
  "lastErrorMessage": string, 
  "attemptEndingTimestamp": long, 
  "rawData": string, 
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  "sequenceNumber": string, 
  "subSequenceNumber": long, 
  "dataCatalogTable": { 
    "catalogId": string, 
    "databaseName": string, 
    "tableName": string, 
    "region": string, 
    "versionId": string, 
    "catalogArn": string 
  }
}

レコード形式の変換例
AWS CloudFormation を使用してレコード形式の変換をセットアップする方法の例については、
「AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream」を参照してください。

84

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-kinesisfirehose-deliverystream.html#aws-resource-kinesisfirehose-deliverystream--examples


Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
配信ストリームから読み込む Kinesis 

Data Analytics アプリケーションの作成

Amazon Kinesis Data Analytics の使
用
配信ストリームから読み込む Kinesis Data 
Analytics アプリケーションの作成

1. AWS Management Console にサインインし、Kinesis Data Analytics コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/kinesisanalytics) を開きます。

2. [Create application (アプリケーションの作成)] を選択します。
3. アプリケーションの名前とオプションの説明を指定します。次に [Create application (アプリケーショ

ンの作成)] を選択します。
4. [Connect streaming data (ストリーミングデータに接続)]を選択します。
5. [Source] で、[Kinesis Firehose 配信ストリーム] を選択します。
6. [Kinesis Firehose 配信ストリーム] というリストで、Kinesis Data Analytics で処理する配信ストリー

ムを選択します。または、[Create new (新規作成)] を選択して新しい配信ストリームをセットアップ
します。

7. Kinesis Data Analytics アプリケーションのセットアップを完了する方法については、「Amazon 
Kinesis Data Analytics for SQL Applications の開始方法」を参照してください。

Kinesis Data Analytics アプリケーションから配信
ストリームへのデータの書き込み

1. Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成するには、「Amazon Kinesis Data Analytics for SQL 
Applications の開始方法」の手順に従います。

2. Kinesis Data Analytics コンソール (https://console.aws.amazon.com/kinesisanalytics) を開きます。
3. アプリケーションのリストで、配信ストリームに書き込むよう設定するアプリケーションを選択しま

す。
4. [Application details (アプリケーションの詳細)] を選択します。
5. ページの一番下にある [Connect to a destination (送信先に接続)] を選択します。
6. [Kinesis Firehose 配信ストリーム] を選択し、リストから既存の配信ストリームを選択するか、

[Create new (新規作成)] を選択して新しい配信ストリームを作成します。
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Amazon Kinesis Data Firehose デー
タ配信ストリーム

データが配信ストリームに送信された後は、選択した送信先に自動的に配信されます。

Important

Kinesis Producer Library (KPL) を使用して Kinesis データストリームにデータを書き込む場合、
集約を使用してその Kinesis データストリームに書き込むレコードを結合できます。その後その
データストリームを Kinesis Data Firehose 配信ストリームのソースとして使用する場合、Kinesis 
Data Firehose はレコードの集約を解除してから送信先に配信します。データを変換するように
配信ストリームを設定する場合、Kinesis Data Firehose はレコードの集約を解除してから AWS 
Lambda に配信します。詳細については、「Kinesis Producer Library を使用した Amazon Kinesis 
Data Streams プロデューサーの開発」および Amazon Kinesis Data Streams 開発者ガイドの「集
約」を参照してください。

トピック
• データ配信形式 (p. 86)
• データ配信の頻度 (p. 87)
• データ配信の失敗の処理 (p. 88)
• Amazon S3 オブジェクト名の形式 (p. 90)
• OpenSearch サービス先のインデックスのローテーション (p. 90)
• AWS アカウント全体および HTTP エンドポイントの送信先の AWS リージョン全体に配信 (p. 91)
• 重複レコード (p. 91)

データ配信形式
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) へのデータ配信の場合、Kinesis Data Firehose は、配信ス
トリームのバッファ設定に基づいて、複数の受信レコードを連結します。次に、Amazon S3 オブジェクト
としてレコードを Amazon S3 に配信します。必要に応じて Kinesis Data Firehose に送信する前に、各レ
コードへの末尾にレコード区切り文字を追加することを推奨します。これで、配信された Amazon S3 オ
ブジェクトをレコードに個々に分割できるようになります。

Amazon Redshift へのデータ配信では、Kinesis Data Firehose は最初に受信データを前に説明した形式
で S3 バケットに配信します。次に Kinesis Data Firehose は、Amazon Redshift COPY コマンドを発行
して、S3 バケットから Amazon Redshift クラスターにデータをロードします。Kinesis Data Firehose 
が複数の受信レコードを Amazon S3 オブジェクトに連結した後、Amazon S3 オブジェクトを Amazon 
Redshift クラスターにコピーできることを確認します。詳細については、「Amazon Redshift COPY コマ
ンドのデータ形式パラメータ」を参照してください。

OpenSearch OpenSearch サービスおよびサーバーレスへのデータ配信の場合、Kinesis Data Firehose 
は受信レコードを配信ストリームのバッファ設定に基づいてバッファします。次に、複数のレコー
ドをインデックス化する OpenSearch Service クラスターまたは OpenSearch Serverless コレク
ションへの [Service ( OpenSearch Service)] または [Buffer OpenSearch less (サーバーレス)] 一
括リクエストが生成されます。Kinesis Data Firehose に送信する前に、レコードが UTF-8 でエン
コードされ、1 行の JSON オブジェクトにフラット化されていることを確認します。また、レコー
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ドごとに設定される明示的なインデックスを使用して一括リクエストを行うには、 OpenSearch 
Servicerest.action.multi.allow_explicit_index クラスターのオプションを true (デフォ
ルト) に設定する必要があります。詳細については、Amazon OpenSearch サービス開発者ガイドの
「 OpenSearch サービス設定詳細オプション」を参照してください。

Splunk へのデータ配信の場合は、Kinesis Data Firehose は送信するバイト数を連結します。データを改行
文字などで区切る場合は、自分で挿入する必要があります。Splunk がそのような区切り記号を解析するよ
うに設定されていることを確認してください。

サポートされているサードパーティーサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイントにデータを
配信する場合、統合された Amazon Lambda サービスを使用して、受信レコードをサービスプロバイダー
の統合が想定している形式に一致する形式に変換する関数を作成できます。受信したレコード形式の詳細
については、送信先に HTTP エンドポイントを選択したサードパーティーサービスプロバイダーにお問い
合わせください。

データ配信の頻度
Kinesis Data Firehose の送信先ごとに、独自のデータ配信の頻度があります。

Simple Storage Service (Amazon S3)

Amazon S3 へのデータ配信の頻度は、配信ストリームで設定した Amazon S3 の [Buffer size (バッ
ファサイズ)] および [Buffer interval (バッファ間隔)] の値によって決まります。Kinesis Data Firehose 
は受信データをバッファしてから、Amazon S3 に配信します。Amazon S3 の [Buffer size (バッファ
サイズ)] (1～128 MB) または [Buffer interval (バッファ間隔)] (60～900 秒) の値を設定できます。最初
に満たした条件によって、Amazon S3 へのデータ配信がトリガーされます。送信先へのデータ配信が
配信ストリームへのデータ書き込みよりも遅れると、Kinesis Data Firehose はバッファサイズを動的
に引き上げます。その後、遅れを取り戻すことができ、すべてのデータが送信先に適切に配信されま
す。

Amazon Redshift

Amazon S3 から Amazon Redshift へのデータの COPY オペレーションの頻度は、Amazon Redshift 
クラスターが COPY コマンドを終了できる速度によって決まります。まだコピーするデータがあ
る場合、前の COPY コマンドが Amazon Redshift によって正常に終了するとすぐに、Kinesis Data 
Firehose は新しい COPY コマンドを発行します。

OpenSearch アマゾンサービス

OpenSearch Service へのデータ配信の頻度は、配信ストリームで設定した [Buffer size (バッファサ
イズ)] および [Buffer interval (バッファ間隔)] の値によって決まります。 OpenSearch Kinesis Data 
Firehose は受信データをバッファしてから、 OpenSearch サービスに配信します。[Buffer size (バッ
ファサイズ)] (1～100 MB) または [Buffer interval (バッファ間隔)] (60～900 秒) の値を設定でき、最初
に満たされた条件によって OpenSearch Service へのデータ配信がトリガーされます。 OpenSearch

OpenSearch アマゾンサーバーレス

OpenSearch サーバーレスへのデータ配信の頻度は、配信ストリームで設定した [Buffer size (バッ
ファサイズ)] および [Buffer interval (バッファ間隔)] の値によって決まります。 OpenSearch Kinesis 
Data Firehose は受信データをバッファしてから、 OpenSearch サーバーレスに配信します。 
OpenSearchサーバーレスの [Buffer size (バッファサイズ)] (1～100 MB) または [Buffer interval (バッ
ファ間隔)] (60～900 秒) の値を設定でき、最初に満たされた条件によって、 OpenSearch サーバーレ
スへのデータ配信がトリガーされます。

Splunk

Kinesis Data Firehose は受信データをバッファしてから、Splunk に配信します。バッファサイズは 5 
MB、バッファ間隔は 60 秒です。最初に満たした条件によって、Splunk へのデータ配信がトリガーさ
れます。バッファサイズと間隔は設定できません。これらの数値は最適化されています。
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HTTP エンドポイント送信先

Kinesis Data Firehose は、受信データをバッファしてから、指定した HTTP エンドポイント送信先
に配信します。送信先の推奨バッファサイズは、サービスプロバイダーによって異なります。たとえ
ば、Datadog の推奨されるバッファサイズは 4 で、New Relic MiBs と Sumo Logic の推奨されるバッ
ファサイズは 1 MiB です。推奨されるバッファサイズの詳細については、データ送信先として選択し
たエンドポイントのサードパーティーサービスプロバイダーにお問い合わせください。

データ配信の失敗の処理
Kinesis Data Firehose の送信先ごとに、独自のデータ配信の失敗処理があります。

Simple Storage Service (Amazon S3)

S3 バケットへのデータ配信は、さまざまな理由で失敗する場合があります。たとえば、バケット
が存在しない、Kinesis Data Firehose が引き受ける IAM ロールにバケットへのアクセス権がない、
ネットワークの障害、類似したイベントなどの理由があります。そのような状況では、Kinesis Data 
Firehose は配信が成功するまで最大 24 時間にわたり再試行し続けます。Kinesis Data Firehose の最
大データ保存時間は 24 時間です。データ配信が 24 時間を超えて失敗した場合、データは失われま
す。

Amazon Redshift

Amazon Redshift が送信先の場合、配信ストリームの作成時に、再試行の期間 (0～7200 秒) を指定で
きます。

Amazon Redshift クラスターへのデータ配信は、いくつかの理由で失敗する場合があります。たとえ
ば、配信ストリームのクラスター設定が正しくない、クラスターがメンテナンス中である、ネット
ワークの障害の理由があります。そのような状況では、Kinesis Data Firehose は指定された期間にわ
たって、その特定のバッチの Amazon S3 オブジェクトをスキップします。スキップされたオブジェ
クトの情報は、マニフェストファイルとして errors/ フォルダーの S3 バケットに配信されます。こ
の情報は手動のバックフィルに使用できます。データを手動でマニフェストファイルにコピーする方
法の詳細については、「マニフェストを使用し、データファイルを指定する」を参照してください。

Amazon OpenSearch OpenSearch サービスとサーバーレス

OpenSearch Service および [ OpenSearch Serverless (サーバーレス)] の送信先の場合、配信ストリー
ムの作成時に、再試行の期間 (0～7200 秒) を指定できます。

OpenSearch Service クラスターまたは OpenSearch Serverless コレクションへのデータ配信は、
いくつかの理由で失敗する場合があります。たとえば、 OpenSearch 配信ストリームのService 
OpenSearch クラスターまたはサーバーレスコレクションの設定が正しくない、 OpenSearch Service 
OpenSearch クラスターまたはサーバーレスコレクションがメンテナンス中である、ネットワークの
障害、類似したイベントなどの理由があります。そのような状況では、Kinesis Data Firehose は指
定された期間にわたって再試行してから、その特定のインデックスリクエストをスキップします。ス
キップされたドキュメントは AmazonOpenSearchService_failed/ フォルダーの S3 バケットに
配信され、手動のバックフィルに使用できます。

OpenSearch Service の場合、各ドキュメントは以下の JSON 形式になります。

{ 
    "attemptsMade": "(number of index requests attempted)", 
    "arrivalTimestamp": "(the time when the document was received by Firehose)", 
    "errorCode": "(http error code returned by OpenSearch Service)", 
    "errorMessage": "(error message returned by OpenSearch Service)", 
    "attemptEndingTimestamp": "(the time when Firehose stopped attempting index 
 request)", 
    "esDocumentId": "(intended OpenSearch Service document ID)", 
    "esIndexName": "(intended OpenSearch Service index name)", 
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    "esTypeName": "(intended OpenSearch Service type name)", 
    "rawData": "(base64-encoded document data)"
}

OpenSearch サーバーレスの場合、各ドキュメントは以下の JSON 形式になります。

{ 
    "attemptsMade": "(number of index requests attempted)", 
    "arrivalTimestamp": "(the time when the document was received by Firehose)", 
    "errorCode": "(http error code returned by OpenSearch Serverless)", 
    "errorMessage": "(error message returned by OpenSearch Serverless)", 
    "attemptEndingTimestamp": "(the time when Firehose stopped attempting index 
 request)", 
    "osDocumentId": "(intended OpenSearch Serverless document ID)", 
    "osIndexName": "(intended OpenSearch Serverless index name)", 
    "rawData": "(base64-encoded document data)"
} 
                     

Splunk

Kinesis Data Firehose がデータを Splunk に送信すると、Splunk からの送達確認を待機します。
エラーが発生した場合、または確認タイムアウト期間内に確認が到着しない場合、Kinesis Data 
Firehose で再試行期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再試行が続けられます。
その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを Amazon S3 バケットに
バックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを Splunk に送信するたびに、初回か再試行かにかかわらず、送達確
認タイムアウトカウンターが再度開始されます。Splunk から送達確認が来るのを待機します。再試行
期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は送達確認が到着するか送達確認タイムアウトに達す
るまで送達確認を待機し続けます。送達確認がタイムアウトすると、Kinesis Data Firehose は再試行
カウンターの残り時間があるかどうかをチェックして判別します。残り時間がある場合は、確認が到
着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロジックが繰り返されます。

送達確認の受信失敗だけが、発生する可能性のあるデータ配信エラーのタイプではありません。他の
タイプのデータ配信エラーの詳細については、「Splunk データ配信エラー」を参照してください。再
試行期間が 0 より大きい場合、すべてのデータ配信エラーで再試行ロジックがトリガーされます。

以下に、エラーレコードの例を示します。

{ 
  "attemptsMade": 0, 
  "arrivalTimestamp": 1506035354675, 
  "errorCode": "Splunk.AckTimeout", 
  "errorMessage": "Did not receive an acknowledgement from HEC before the HEC 
 acknowledgement timeout expired. Despite the acknowledgement timeout, it's possible 
 the data was indexed successfully in Splunk. Kinesis Firehose backs up in Amazon S3 
 data for which the acknowledgement timeout expired.", 
  "attemptEndingTimestamp": 13626284715507, 
  "rawData": 
 "MiAyNTE2MjAyNzIyMDkgZW5pLTA1ZjMyMmQ1IDIxOC45Mi4xODguMjE0IDE3Mi4xNi4xLjE2NyAyNTIzMyAxNDMzIDYgMSA0MCAxNTA2MDM0NzM0IDE1MDYwMzQ3OTQgUkVKRUNUIE9LCg==", 
  "EventId": "49577193928114147339600778471082492393164139877200035842.0"
}

HTTP エンドポイント送信先

Kinesis Data Firehose が HTTP エンドポイントの送信先にデータを送信すると、この送信先からの
応答を待ちます。エラーが発生した場合、または応答タイムアウト期間内にレスポンスが到着しない
場合、Kinesis Data Firehose で再試行の期間カウンターが開始されます。再試行期間が終わるまで再
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試行が続けられます。その後、Kinesis Data Firehose はデータ配信が失敗したとみなしてデータを 
Amazon S3 バケットにバックアップします。

Kinesis Data Firehose がデータを HTTP エンドポイントの送信先に送信するたびに、初回か再試行
かにかかわらず、応答タイムアウトカウンターを再起動します。次に、HTTP エンドポイントの送信
先から応答が到着するのを待ちます。再試行期間が切れた場合でも、Kinesis Data Firehose は引き
続き応答が到着するか応答タイムアウトに達するまで応答を待機し続けます。応答がタイムアウトす
ると、Kinesis Data Firehose は再試行カウンターの残り時間があるかどうかをチェックして判別し
ます。残り時間がある場合は、応答が到着するか再試行時間が切れたと判断されるまで再試行されロ
ジックが繰り返されます。

応答の受信失敗だけが、発生する可能性のあるデータ配信エラーのタイプではありません。他のタイ
プのデータ配信エラーの詳細については、「HTTP エンドポイントデータ配信エラー」を参照してく
ださい。

以下に、エラーレコードの例を示します。

{ 
 "attemptsMade":5, 
 "arrivalTimestamp":1594265943615, 
 "errorCode":"HttpEndpoint.DestinationException", 
 "errorMessage":"Received the following response from the endpoint destination. 
 {"requestId": "109777ac-8f9b-4082-8e8d-b4f12b5fc17b", "timestamp": 1594266081268, 
 "errorMessage": "Unauthorized"}",  
 "attemptEndingTimestamp":1594266081318, 
 "rawData":"c2FtcGxlIHJhdyBkYXRh", 
 "subsequenceNumber":0, 
 "dataId":"49607357361271740811418664280693044274821622880012337186.0"
} 
                     

Amazon S3 オブジェクト名の形式
Kinesis Data Firehose は、YYYY/MM/dd/HH 形式で UTC 時間のプレフィックスを追加してから、書き
込みオブジェクトを Amazon S3 に追加します。このプレフィックスはバケットで論理的階層を作成しま
す。それぞれのフォワードスラッシュ (/) は階層でレベルを作成します。カスタムプレフィックスを指定
することで、この構造を変更できます。カスタムプレフィックスを指定する方法については、「カスタム 
Amazon S3 プレフィックス (p. 121)」を参照してください。

Amazon S3 オブジェクト名はパターン DeliveryStreamName-DeliveryStreamVersion-YYYY-
MM-dd-HH-MM-SS-RandomString に従います。ここで、DeliveryStreamVersion は 1 で始ま
り、Kinesis Data Firehose 配信ストリームの設定が変更されるたびに、1 ずつ増えます。配信ストリーム
設定 (例: S3 バケットの名前、バッファリングのヒント、圧縮、暗号化) は変更できます。これを行うに
は、Kinesis Data Firehose コンソールまたは UpdateDestinationAPI オペレーションを使用します。

OpenSearch サービス先のインデックスのローテー
ション

OpenSearch サービスの宛先には、、、、またはの 5 つのオプションのいずれかから時間ベースのイン
デックスローテーションオプションを指定できますOneMonth。NoRotationOneHourOneDayOneWeek

選択するローテーションオプションに基づき、Kinesis Data Firehose によって、UTC の到着タイプスタ
ンプが指定されたインデックス名に追加されます。追加されたタイムスタンプは、それに応じてローテー
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イントの送信先の AWS リージョン全体に配信

ションされます。以下の例は、各インデックスのローテーションオプションに対する OpenSearch Service 
で作成されるインデックス名を示しています。myindex指定されたインデックス名はで、到着タイムスタ
ンプはです2016-02-25T13:00:00Z。

RotationPeriod IndexName

NoRotation myindex

OneHour myindex-2016-02-25-13

OneDay myindex-2016-02-25

OneWeek myindex-2016-w08

OneMonth myindex-2016-02

Note

OneWeek オプションでは、Data Firehose は <YEAR>-w<WEEK NUMBER> の形式を使用してイ
ンデックスを自動作成します (たとえば、2020-w33)。ここで、週数は UTC 時間を使用し、次の
米国の表記規則に従って計算されます。

• 週は日曜日から始まります
• その年の最初の週は、今年の土曜日を含む最初の週です。

AWS アカウント全体および HTTP エンドポイント
の送信先の AWS リージョン全体に配信

Kinesis Data Firehose は、AWS アカウント全体で HTTP エンドポイントの送信先へのデータ配信をサ
ポートしています。Kinesis Data Firehose 配信ストリームと、送信先として選択した HTTP エンドポイン
トは、異なる AWS アカウントにある可能性があります。

Kinesis Data Firehose は、AWS リージョン全体で HTTP エンドポイントの送信先へのデータ配信もサ
ポートしています。一方の AWS リージョンの配信ストリームから、他方の AWS リージョンの HTTP エ
ンドポイントにデータを配信できます。また、配信ストリームから AWS リージョン外の HTTP エンドポ
イントの送信先にデータを配信することもできます。たとえば、HTTP エンドポイント URL を目的の送
信先に設定して、独自のオンプレミスサーバーに設定します。これらのシナリオでは、配信コストに追加
のデータ転送料金が加算されます。詳細については、「オンデマンド料金」ページの「データ転送」セク
ションを参照してください。

重複レコード
Kinesis Data Firehose at-least-once はデータ配信にセマンティクスを使用します。データ配信がタイム
アウトした場合など、状況によっては、元のデータ配信リクエストが最終的に通過すると、Kinesis Data 
Firehose による配信の再試行が重複する可能性があります。これは、Kinesis Data Firehose がサポートす
るすべての送信先タイプに当てはまります。
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Amazon Kinesis Data Firehose のモ
ニタリング

次の機能を使用して Amazon Kinesis Data Firehose をモニタリングできます。

• Amazon CloudWatch メトリクス (p. 92) — Kinesis Data Firehose は、 CloudWatch 各配信ストリー
ムの詳細モニタリングが付いたカスタムメトリクスを送信します。

• Amazon CloudWatch Logs (p. 107) — Kinesis Data Firehose は、 CloudWatch 各配信ストリームの詳
細モニタリングが付いたカスタムログを送信します。

• Kinesis Agent (p. 115) — Kinesis Agent は、エージェントが期待どおりに動作している場合に、 
CloudWatch カスタムメトリクスを発行します。

• API ログ記録と履歴 (p. 116)— Kinesis Data Firehose は AWS CloudTrail を使用して API コールをログ
に記録し、そのデータを Amazon S3 バケットに保存して、API コールの履歴を維持します。

CloudWatch メトリクスを使用した Kinesis Data 
Firehose のモニタリング

Kinesis Data Firehose は Amazon CloudWatch メトリクスと統合されているため、Kinesis Data 
Firehose CloudWatch 配信ストリームのメトリクスを収集、表示、および分析できます。たとえ
ば、IncomingBytes および IncomingRecords メトリクスをモニタリングして、データプロデュー
サーから Kinesis Data Firehose に取り込まれるデータを追跡できます。

Kinesis Data Firehose 配信ストリームおよびエージェント用に設定するメトリクスは、自動的に収集さ
れ、5 CloudWatch 分おきにプッシュされます。2 週間分のメトリクスがアーカイブされ、その期間が経過
したデータは破棄されます。

Kinesis Data Firehose の配信ストリーム用に収集されたメトリクスは無料です。Kinesis エージェントのメ
トリクスの詳細については、「Kinesis エージェントの状態のモニタリング (p. 115)」を参照してくださ
い。

トピック
• CloudWatch 動的パーティショニングのメトリクス (p. 93)
• CloudWatch データ配信メトリクス (p. 93)
• データ取り込みメトリクス (p. 99)
• API CloudWatch レベルメトリクス (p. 102)
• CloudWatch データ変換メトリクス (p. 104)
• CloudWatch 形式変換メトリクス (p. 104)
• サーバー側の暗号化 (SSE) CloudWatch のメトリクス (p. 105)
• Kinesis Data Firehose のディメンション (p. 105)
• Kinesis Data Firehose の使用状況メトリクス (p. 105)
• Kinesis Data Firehose CloudWatch のメトリクスへのアクセス (p. 106)
• CloudWatch アラームに関するベストプラクティス (p. 107)
• CloudWatch ログを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 107)
• Kinesis エージェントの状態のモニタリング (p. 115)
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• AWS CloudTrail を使用した Kinesis Data Firehose API コールのログ記録 (p. 116)

CloudWatch 動的パーティショニングのメトリクス
動的パーティショニングが有効な場合、AWS/Firehose 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。

メトリクス 説明

PartitionCount 処理されているパーティションの数、つまりアクティブな
パーティション数。この数は、1 からパーティション数の制
限である 500 (デフォルト) の間で変化します。

単位はカウント

PartitionCountExceeded このメトリクスは、パーティション数の制限を超えているか
どうかを示します。制限に違反したかどうかに基づいて 1 ま
たは 0 を出力します。

JQProcessing.Duration JQ Lambda 関数で JQ 式を実行するのにかかった時間を返し
ます。

単位: ミリ秒

PerPartitionThroughput パーティションごとに処理されているスループットを示しま
す。このメトリクスを使用すると、パーティションごとのス
ループットをモニタリングできます。

単位: StandardUnit。 BytesSecond

DeliveryToS3.ObjectCount S3 バケットに配信されるオブジェクトの数を示します。

単位はカウント

CloudWatch データ配信メトリクス
AWS/Firehose 名前空間には、次のサービスレベルメトリクスが含まれま
す。BackupToS3.Success、DeliveryToS3.Success、DeliveryToSplunk.Success、DeliveryToAmazonOpenSearchService.Success、
または DeliveryToRedshift.Success の平均値がわずかに下がっても、データ損失を示しているわけ
ではありません。Kinesis Data Firehose は、配信エラーを再試行し、設定された配信先またはバックアッ
プ S3 バケットのいずれかにレコードが正常に配信されるまで次の処理に移行しません。

OpenSearch サービスへの配信

メトリクス 説明

DeliveryToAmazonOpenSearchService.Bytes指定された期間に OpenSearch Service にインデックス作成
されたバイト数。

単位: バイト

DeliveryToAmazonOpenSearchService.DataFreshnessKinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードはすべて OpenSearch Service に配信済
みです。
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メトリクス 説明
単位: 秒

DeliveryToAmazonOpenSearchService.Records指定された期間に OpenSearch Service にインデックス作成
されたレコード数。

単位はカウント

DeliveryToAmazonOpenSearchService.Successインデックス作成が試みられたレコードの合計に対する正常
にインデックス作成されたレコードの合計。

DeliveryToS3.Bytes 指定された期間に Amazon S3 に配信されたバイト
数。Kinesis Data Firehose は、すべてのドキュメントのバッ
クアップを有効にした場合にのみこのメトリクスを出力しま
す。

単位はカウント

DeliveryToS3.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードは S3 バケットに配信済みです。Kinesis 
Data Firehose は、すべてのドキュメントのバックアップを有
効にした場合にのみこのメトリクスを出力します。

単位: 秒

DeliveryToS3.Records 指定された期間に Amazon S3 に配信されたレコード
数。Kinesis Data Firehose は、すべてのドキュメントのバッ
クアップを有効にした場合にのみこのメトリクスを出力しま
す。

単位はカウント

DeliveryToS3.Success すべての Amazon S3 put コマンドの合計に対する正常に
実行された Amazon S3 put コマンドの合計。Kinesis Data 
Firehose は、バックアップが失敗したドキュメントに対して
のみ有効か、すべてのドキュメントに対して有効かにかかわ
らず、常にこのメトリクスを出力します。

OpenSearchサーバーレスへの配信

メトリクス 説明

DeliveryToAmazonOpenSearchServerless.Bytes指定された期間に OpenSearch Serverless にインデックス作
成されたバイト数。

単位: バイト

DeliveryToAmazonOpenSearchServerless.DataFreshnessKinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。 OpenSearch 
この経過時間より古いレコードはサーバーレスに配信済みで
す。

単位: 秒

DeliveryToAmazonOpenSearchServerless.Records指定された期間に OpenSearch Serverless にインデックス作
成されたレコード数。
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メトリクス 説明
単位はカウント

DeliveryToAmazonOpenSearchServerless.Successインデックス作成が試みられたレコードの合計に対する正常
にインデックス作成されたレコードの合計。

DeliveryToS3.Bytes 指定された期間に Amazon S3 に配信されたバイト
数。Kinesis Data Firehose は、すべてのドキュメントのバッ
クアップを有効にした場合にのみこのメトリクスを出力しま
す。

単位はカウント

DeliveryToS3.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードは S3 バケットに配信済みです。Kinesis 
Data Firehose は、すべてのドキュメントのバックアップを有
効にした場合にのみこのメトリクスを出力します。

単位: 秒

DeliveryToS3.Records 指定された期間に Amazon S3 に配信されたレコード
数。Kinesis Data Firehose は、すべてのドキュメントのバッ
クアップを有効にした場合にのみこのメトリクスを出力しま
す。

単位はカウント

DeliveryToS3.Success すべての Amazon S3 put コマンドの合計に対する正常に
実行された Amazon S3 put コマンドの合計。Kinesis Data 
Firehose は、バックアップが失敗したドキュメントに対して
のみ有効か、すべてのドキュメントに対して有効かにかかわ
らず、常にこのメトリクスを出力します。

Amazon Redshift への配信

メトリクス 説明

DeliveryToRedshift.Bytes 指定された期間に Amazon Redshift にコピーされたバイト
数。

単位はカウント

DeliveryToRedshift.Records 指定された期間に Amazon Redshift にコピーされたレコード
数。

単位はカウント

DeliveryToRedshift.Success すべての Amazon Redshift COPY コマンドの合計に対する正
常に実行された Amazon Redshift COPY コマンドの合計。

DeliveryToS3.Bytes 指定された期間に Amazon S3 に配信されたバイト数。

単位: バイト
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メトリクス 説明

DeliveryToS3.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードは S3 バケットに配信済みです。

単位: 秒

DeliveryToS3.Records 指定された期間に Amazon S3 に配信されたレコード数。

単位はカウント

DeliveryToS3.Success すべての Amazon S3 put コマンドの合計に対する正常に実行
された Amazon S3 put コマンドの合計。

BackupToS3.Bytes 指定された期間にバックアップのために Amazon S3 に配信
されたバイト数。Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 への
バックアップが有効になっているときに、このメトリクスを
出力します。

単位はカウント

BackupToS3.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードはバックアップのために Amazon S3 バ
ケットに配信済みです。Kinesis Data Firehose は、Amazon 
S3 へのバックアップが有効になっているときに、このメトリ
クスを出力します。

単位: 秒

BackupToS3.Records 指定された期間にバックアップのために Amazon S3 に配信
されたレコード数。Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 へ
のバックアップが有効になっているときに、このメトリクス
を出力します。

単位はカウント

BackupToS3.Success すべての Amazon S3 バックアップ put コマンドの合計に対
する、成功したバックアップの Amazon S3 put コマンドの合
計。Kinesis Data Firehose は、Amazon S3 へのバックアップ
が有効になっているときに、このメトリクスを出力します。

Amazon S3 への配信
次の表のメトリクスは、配信ストリームのメイン送信先が Amazon S3 の場合に、その配信に関連するも
のです。

メトリクス 説明

DeliveryToS3.Bytes 指定された期間に Amazon S3 に配信されたバイト数。

単位: バイト

DeliveryToS3.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードは S3 バケットに配信済みです。
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メトリクス 説明
単位: 秒

DeliveryToS3.Records 指定された期間に Amazon S3 に配信されたレコード数。

単位はカウント

DeliveryToS3.Success すべての Amazon S3 put コマンドの合計に対する正常に実行
された Amazon S3 put コマンドの合計。

BackupToS3.Bytes 指定された期間にバックアップのために Amazon S3 に配信
されたバイト数。Kinesis Data Firehose は、バックアップが
有効になっているときに、このメトリクスを出力します (デー
タ変換も有効になっている場合にのみ可能)。

単位はカウント

BackupToS3.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードはバックアップのために Amazon S3 バ
ケットに配信済みです。Kinesis Data Firehose は、バック
アップが有効になっているときに、このメトリクスを出力し
ます (データ変換も有効になっている場合にのみ可能)。

単位: 秒

BackupToS3.Records 指定された期間にバックアップのために Amazon S3 に配信
されたレコード数。Kinesis Data Firehose は、バックアッ
プが有効になっているときに、このメトリクスを出力します 
(データ変換も有効になっている場合にのみ可能)。

単位はカウント

BackupToS3.Success すべての Amazon S3 バックアップ put コマンドの合計に対
する、成功したバックアップの Amazon S3 put コマンドの合
計。Kinesis Data Firehose は、バックアップが有効になって
いるときに、このメトリクスを出力します (データ変換も有効
になっている場合にのみ可能)。

Splunk への配信

メトリクス 説明

DeliveryToSplunk.Bytes 指定された期間に Splunk に配信されたバイト数。

単位: バイト

DeliveryToSplunk.DataAckLatency Kinesis Data Firehose がデータを送信した後、Splunk から送
達確認を受信するまでの概算時間。このメトリクスの増加ま
たは減少傾向は、絶対概算値よりも有用です。傾向が増加す
ると、Splunk インデクサからのインデックス作成および送達
確認の速度が遅くなる可能性があります。

単位: 秒
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メトリクス 説明

DeliveryToSplunk.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードは Splunk に配信済みです。

単位: 秒

DeliveryToSplunk.Records 指定された期間に Splunk に配信されたレコード数。

単位はカウント

DeliveryToSplunk.Success インデックス作成が試みられたレコードの合計に対する正常
にインデックス作成されたレコードの合計。

DeliveryToS3.Success すべての Amazon S3 put コマンドの合計に対する正常に実
行された Amazon S3 put コマンドの合計。このメトリクス
は、Amazon S3 へのバックアップが有効な場合に出力されま
す。

BackupToS3.Bytes 指定された期間にバックアップのために Amazon S3 に配信
されたバイト数。Kinesis Data Firehose は、配信ストリーム
がすべてのドキュメントをバックアップするように設定され
ている場合に、このメトリクスを出力します。

単位はカウント

BackupToS3.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードはバックアップのために Amazon S3 バ
ケットに配信済みです。Kinesis Data Firehose は、配信スト
リームがすべてのドキュメントをバックアップするように設
定されている場合に、このメトリクスを出力します。

単位: 秒

BackupToS3.Records 指定された期間にバックアップのために Amazon S3 に配信
されたレコード数。Kinesis Data Firehose は、配信ストリー
ムがすべてのドキュメントをバックアップするように設定さ
れている場合に、このメトリクスを出力します。

単位はカウント

BackupToS3.Success すべての Amazon S3 バックアップ put コマンドの合計に対
する、成功したバックアップの Amazon S3 put コマンドの
合計。Kinesis Data Firehose は、配信ストリームがすべての
ドキュメントをバックアップするように設定されている場合
に、このメトリクスを出力します。

HTTP エンドポイントへの配信

メトリクス 説明

DeliveryToHttpEndpoint.Bytes HTTP エンドポイントに正常に配信されたバイト数。

単位: バイト

DeliveryToHttpEndpoint.Records HTTP エンドポイントに正常に配信されたレコード数。
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メトリクス 説明
単位: カウント

DeliveryToHttpEndpoint.DataFreshnessKinesis Data Firehose で最も古い記録の経過期間。

単位: 秒

DeliveryToHttpEndpoint.Success HTTP エンドポイントへの成功したデータ配信リクエストの
合計

単位はカウント

DeliveryToHttpEndpoint.ProcessedBytes再試行を含む、試行された処理済みのバイト数。

DeliveryToHttpEndpoint.ProcessedRecords再試行を含む試行されたレコードの数。

データ取り込みメトリクス
Kinesis Data Streams によるデータ取り込み

メトリクス 説明

DataReadFromKinesisStream.Bytes データソースが Kinesis データストリームである場合、この
メトリクスは、そのデータストリームから読み取られたバイ
ト数を示します。この数には、フェイルオーバーによる再読
み取りが含まれます。

単位: バイト

DataReadFromKinesisStream.Recordsデータソースが Kinesis データストリームである場合、この
メトリクスは、そのデータストリームから読み取ったレコー
ド数を示します。この数には、フェイルオーバーによる再読
み取りが含まれます。

単位はカウント

ThrottledDescribeStream データソースが Kinesis データストリームである場合に
DescribeStream オペレーションが調整される合計回数。

単位はカウント

ThrottledGetRecords データソースが Kinesis データストリームである場合に
GetRecords オペレーションが調整される合計回数。

単位はカウント

ThrottledGetShardIterator データソースが Kinesis データストリームである場合に
GetShardIterator オペレーションが調整される合計回
数。

単位はカウント
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Direct PUT によるデータ取り込み

メトリクス 説明

BackupToS3.Bytes 指定された期間にバックアップのために Amazon S3 に配信
されたバイト数。Amazon S3 または Amazon Redshift の送
信先に対してデータ変換が有効になっているときに、Kinesis 
Data Firehose は、このメトリクスを出力します。

単位: バイト

BackupToS3.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過
時間より古いレコードはバックアップのために Amazon 
S3 バケットに配信済みです。Amazon S3 または Amazon 
Redshift の送信先に対してデータ変換が有効になっていると
きに、Kinesis Data Firehose は、このメトリクスを出力しま
す。

単位: 秒

BackupToS3.Records 指定された期間にバックアップのために Amazon S3 に配信
されたレコード数。Amazon S3 または Amazon Redshift の送
信先に対してデータ変換が有効になっているときに、Kinesis 
Data Firehose は、このメトリクスを出力します。

単位はカウント

BackupToS3.Success すべての Amazon S3 バックアップ put コマンドの合計に
対する、成功したバックアップの Amazon S3 put コマンド
の合計。Amazon S3 または Amazon Redshift の送信先に対
してデータ変換が有効になっているときに、Kinesis Data 
Firehose は、このメトリクスを出力します。

BytesPerSecondLimit 配信ストリームがスロットリング前に取り込むことのできる 
1 秒あたりの現在の最大バイト数。この制限の引き上げをリ
クエストするには、AWS サポートセンターに移動し、[ケー
スの作成]、[サービスの制限緩和] の順に選択します。

DataReadFromKinesisStream.Bytes データソースが Kinesis データストリームである場合、この
メトリクスは、そのデータストリームから読み取られたバイ
ト数を示します。この数には、フェイルオーバーによる再読
み取りが含まれます。

単位: バイト

DataReadFromKinesisStream.Recordsデータソースが Kinesis データストリームである場合、この
メトリクスは、そのデータストリームから読み取ったレコー
ド数を示します。この数には、フェイルオーバーによる再読
み取りが含まれます。

単位はカウント

DeliveryToAmazonOpenSearchService.Bytes指定された期間に OpenSearch Service にインデックス作成
されたバイト数。

単位: バイト
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メトリクス 説明

DeliveryToAmazonOpenSearchService.DataFreshnessKinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードはすべて OpenSearch Service に配信済
みです。

単位: 秒

DeliveryToAmazonOpenSearchService.Records指定された期間に OpenSearch Service にインデックス作成
されたレコード数。

単位はカウント

DeliveryToAmazonOpenSearchService.Successインデックス作成が試みられたレコードの合計に対する正常
にインデックス作成されたレコードの合計。

DeliveryToRedshift.Bytes 指定された期間に Amazon Redshift にコピーされたバイト
数。

単位: バイト

DeliveryToRedshift.Records 指定された期間に Amazon Redshift にコピーされたレコード
数。

単位はカウント

DeliveryToRedshift.Success すべての Amazon Redshift COPY コマンドの合計に対する正
常に実行された Amazon Redshift COPY コマンドの合計。

DeliveryToS3.Bytes 指定された期間に Amazon S3 に配信されたバイト数。

単位: バイト

DeliveryToS3.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードは S3 バケットに配信済みです。

単位: 秒

DeliveryToS3.Records 指定された期間に Amazon S3 に配信されたレコード数。

単位はカウント

DeliveryToS3.Success すべての Amazon S3 put コマンドの合計に対する正常に実行
された Amazon S3 put コマンドの合計。

DeliveryToSplunk.Bytes 指定された期間に Splunk に配信されたバイト数。

単位: バイト

DeliveryToSplunk.DataAckLatency Kinesis Data Firehose がデータを送信した後、Splunk から送
達確認を受信するまでの概算時間。このメトリクスの増加ま
たは減少傾向は、絶対概算値よりも有用です。傾向が増加す
ると、Splunk インデクサからのインデックス作成および送達
確認の速度が遅くなる可能性があります。

単位: 秒
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メトリクス 説明

DeliveryToSplunk.DataFreshness Kinesis Data Firehose の最も古いレコードの経過時間 
(Kinesis Data Firehose に入ってから現在まで)。この経過時
間より古いレコードは Splunk に配信済みです。

単位: 秒

DeliveryToSplunk.Records 指定された期間に Splunk に配信されたレコード数。

単位はカウント

DeliveryToSplunk.Success インデックス作成が試みられたレコードの合計に対する正常
にインデックス作成されたレコードの合計。

IncomingBytes スロットリング後、指定した期間に配信ストリームに正常に
取り込まれたバイト数。

単位: バイト

IncomingPutRequests PutRecord PutRecordBatch指定された期間中に成功したリク
エスト数。

単位はカウント

IncomingRecords スロットリング後、指定した期間に配信ストリームに正常に
取り込まれたレコード数。

単位はカウント

KinesisMillisBehindLatest データソースが Kinesis データストリームである場合、この
メトリクスは、Kinesis データストリームで最後の読み取りレ
コードが最新のレコードから遅れている時間 (ミリ秒単位) を
示します。

単位: ミリ秒

RecordsPerSecondLimit 配信ストリームがスロットリング前に取り込むことのできる 
1 秒あたりの現在の最大レコード数。

単位はカウント

ThrottledRecords データ取り込みが配信ストリームの制限の 1 つを超えたため
に調整されたレコードの数。

単位はカウント

API CloudWatch レベルメトリクス
AWS/Firehose 名前空間には、次の API レベルメトリクスが含まれます。

メトリクス 説明

DescribeDeliveryStream.Latency 指定された期間に測定された DescribeDeliveryStream
オペレーションごとにかかった時間。

単位: ミリ秒
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メトリクス 説明

DescribeDeliveryStream.Requests DescribeDeliveryStream リクエストの総数。

単位はカウント

ListDeliveryStreams.Latency 指定された期間に測定された ListDeliveryStream オペ
レーションごとにかかった時間。

単位: ミリ秒

ListDeliveryStreams.Requests ListFirehose リクエストの総数。

単位はカウント

PutRecord.Bytes 指定された期間に PutRecord を使用して Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームに送信されたバイト数。

単位: バイト

PutRecord.Latency 指定された期間に測定された PutRecord オペレーションご
とにかかった時間。

単位: ミリ秒

PutRecord.Requests PutRecord オペレーションのレコード総数に等し
い、PutRecord リクエストの総数。

単位はカウント

PutRecordBatch.Bytes 指定された期間に PutRecordBatch を使用して Kinesis 
Data Firehose 配信ストリームに送信されたバイト数。

単位: バイト

PutRecordBatch.Latency 指定された期間に測定された PutRecordBatch オペレー
ションごとにかかった時間。

単位: ミリ秒

PutRecordBatch.Records PutRecordBatch オペレーションのレコード総数。

単位はカウント

PutRecordBatch.Requests PutRecordBatch リクエストの総数。

単位はカウント

PutRequestsPerSecondLimit 配信ストリームがスロットリング前に処理できる 1 秒あたり
の最大 put リクエスト数。 PutRecord PutRecordBatch この
数にはリクエストが含まれます。

単位はカウント

ThrottledDescribeStream データソースが Kinesis データストリームである場合に
DescribeStream オペレーションが調整される合計回数。

単位はカウント
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メトリクス 説明

ThrottledGetRecords データソースが Kinesis データストリームである場合に
GetRecords オペレーションが調整される合計回数。

単位はカウント

ThrottledGetShardIterator データソースが Kinesis データストリームである場合に
GetShardIterator オペレーションが調整される合計回
数。

単位はカウント

UpdateDeliveryStream.Latency 指定された期間に測定された UpdateDeliveryStream オペ
レーションごとにかかった時間。

単位: ミリ秒

UpdateDeliveryStream.Requests UpdateDeliveryStream リクエストの総数。

単位はカウント

CloudWatch データ変換メトリクス
Lambda でのデータ変換が有効になっている場合、AWS/Firehose 名前空間には、次のメトリクスが含ま
れます。

メトリクス 説明

ExecuteProcessing.DurationKinesis Data Firehose によって実行される各 Lambda 関数の呼び出しにかか
る時間。

単位: ミリ秒

ExecuteProcessing.SuccessLambda 関数の呼び出しの合計に対する成功した Lambda 関数の呼び出しの
合計です。

SucceedProcessing.Records指定された期間に、正常に処理されたレコードの数。

単位はカウント

SucceedProcessing.Bytes指定された期間に、正常に処理されたバイト数。

単位: バイト

CloudWatch 形式変換メトリクス
形式の変換が有効な場合、AWS/Firehose 名前空間には以下のメトリクスが含まれます。

メトリクス 説明

SucceedConversion.Records正常に変換されたレコードの数。

単位はカウント
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メトリクス 説明

SucceedConversion.Bytes正常に変換されたレコードのサイズ。

単位: バイト

FailedConversion.Records変換できなかったレコードの数。

単位はカウント

FailedConversion.Bytes変換できなかったレコードのサイズ。

単位: バイト

サーバー側の暗号化 (SSE) CloudWatch のメトリクス
AWS/Firehose 名前空間には、SSE に関連する以下のメトリクスが含まれます。

メトリクス 説明

KMSKeyAccessDenied サービスが、配信ストリームの
KMSAccessDeniedException を検出した回数。

単位はカウント

KMSKeyDisabled サービスが、配信ストリームの KMSDisabledException を
検出した回数。

単位はカウント

KMSKeyInvalidState サービスが、配信ストリームの
KMSInvalidStateException を検出した回数。

単位はカウント

KMSKeyNotFound サービスが、配信ストリームの KMSNotFoundException を
検出した回数。

単位はカウント

Kinesis Data Firehose のディメンション
配信ストリームでメトリクスをフィルタするには、DeliveryStreamName ディメンションを使用しま
す。

Kinesis Data Firehose の使用状況メトリクス
CloudWatch 使用状況メトリクスを使用して、アカウントのリソースの使用状況を把握できます。これら
のメトリクスを使用して、 CloudWatch グラフやダッシュボードで現在のサービスの使用状況を可視化で
きます。

サービスクォータの使用状況メトリクスは AWS/Usage 名前空間にあり、1 分ごとに収集されます。

現在、 CloudWatch この名前空間でが発行する唯一のメトリクス名はですResourceCount。このメトリ
クスは、Service、Class、Type、および Resource のディメンションで発行されます。
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のメトリクスへのアクセス

メトリクス 説明

ResourceCount アカウントで実行されている指定されたリソースの数。リ
ソースは、メトリクスに関連付けられたディメンションに
よって定義されます。

このメトリクスで最も役に立つ統計は MAXIMUM です。これ
は、1 分間の期間中に使用されるリソースの最大数を表しま
す。

以下のディメンションは、Kinesis Data Firehose によって発行される使用状況メトリクスを絞り込むため
に使用されます。

ディメンション 説明

Service リソースを含む AWS のサービスの名前。Kinesis Data 
Firehose 使用状況メトリクスの場合、このディメンションの
値は Firehose です。

Class 追跡されているリソースのクラス。Kinesis Data Firehose 
API 使用状況メトリクスでは、値が None のこのディメン
ションを使用します。

Type 追跡されるリソースのタイプ。現在、Service ディメンション
が Firehose である場合、Type の有効な値は Resource の
みです。

Resource AWS リソースの名前。現在、Service ディメンショ
ンが Firehose である場合、Resource の有効な値は
DeliveryStreams のみです。

Kinesis Data Firehose CloudWatch のメトリクスへの
アクセス
CloudWatch コンソール、コマンドライン、または CloudWatch API を使用して、Kinesis Data Firehose 
のメトリクスをモニタリングできます。次の手順は、これらのさまざまなメソッドを使用してメトリクス
にアクセスする方法を示しています。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスにアクセスするには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーで、リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで Metrics (メトリクス) を選択します。
4. Firehose の名前空間を選択します。
5. [ストリームメトリクスの配信] または [Firehose メトリクス] を選択します。
6. グラフに追加するメトリクスを選択します。

AWS CLI を使用してメトリクスにアクセスするには

get-metric-statisticsリストメトリックとコマンドを使用してください。
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aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/Firehose"

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace "AWS/Firehose" \
--metric-name DescribeDeliveryStream.Latency --statistics Average --period 3600 \
--start-time 2017-06-01T00:00:00Z --end-time 2017-06-30T00:00:00Z

CloudWatch アラームに関するベストプラクティス
以下のメトリクスがバッファリングの制限 (最大 15 分) CloudWatch を超えたときのアラームを追加しま
す。

• DeliveryToS3.DataFreshness
• DeliveryToSplunk.DataFreshness
• DeliveryToAmazonOpenSearchService.DataFreshness

また、次のメトリクス数式に基づいてアラームを作成します。

• IncomingBytes (Sum per 5 Minutes) / 300 が BytesPerSecondLimit の割合に近づく。
• IncomingRecords (Sum per 5 Minutes) / 300 が RecordsPerSecondLimit の割合に近づ

く。
• IncomingPutRequests (Sum per 5 Minutes) / 300 が PutRequestsPerSecondLimit の割

合に近づく。

アラームを推奨するもう 1 つのメトリクスは ThrottledRecords です。

アラームが ALARM 状態になった場合のトラブルシューティングについては、「トラブルシューティン
グ (p. 138)」を参照してください。

CloudWatch ログを使用した Kinesis Data Firehose の
モニタリング
Kinesis Data Firehose は Amazon CloudWatch Logs と統合されているため、お客様はデータ変換用の 
Lambda 呼び出しまたはデータ配信が失敗した場合の特定のエラーログを表示できます。Kinesis Data 
Firehose のエラーログ記録は、配信ストリームの作成時に有効にすることができます。

Kinesis Data Firehose コンソールで Kinesis Data Firehose エラーログ記録を有効にすると、ロググループ
と対応するログストリームが、お客様に代わって配信ストリーム用に作成されます。ロググループ名の形
式はです。ここで/aws/kinesisfirehose/delivery-stream-name、delivery-stream-nameは対
応する配信ストリームの名前です。 DestinationDeliveryは、プライマリ宛先への配信に関連するエ
ラーを記録するために作成および使用されるログストリームです。BackupDeliveryという別のログスト
リームは、宛先の S3 バックアップが有効になっている場合にのみ作成されます。BackupDeliveryログ
ストリームは、配信に関連するエラーを S3 バックアップに記録するために使用されます。

たとえば、Amazon Redshift を送信先とする配信ストリームMyStream "" を作成し、Kinesis Data Firehose 
エラーのログ記録を有効にした場合、aws/kinesisfirehose/MyStream次のロググループと、と
いう名前の 2 つのログストリームが作成されますBackupDelivery。DestinationDeliveryこの例で
はDestinationDelivery、Amazon Redshift 送信先および中間 S3 送信先への配信に関連するエラーを
すべて記録するために使用されます。 BackupDeliveryS3 バックアップが有効になっている場合は、S3 
バックアップバケットへの配信に関連するエラーを記録するために使用されます。

Kinesis Data Firehose エラーログ記録を、AWS CLI、API、または CloudWatchLoggingOptions 設定
を使用する AWS CloudFormation を使用して有効にできます。これを行うには、事前にロググループとロ
グストリームを作成します。そのロググループとログストリームを、Kinesis Data Firehose エラーログ記
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録専用に予約することをお勧めします。また、関連付けられた IAM ポリシーに "logs:putLogEvents"
アクセス許可があることを確認します。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose によるアクセ
スの制御  (p. 46)」を参照してください。

Kinesis Data Firehose では、すべての配信エラーログが Logs CloudWatch に送信されることは保証され
ません。配信失敗率が高い状況では、Kinesis Data Firehose は配信エラーログをサンプリングしてから、 
CloudWatch Logs に送信します。

Logs CloudWatch に送信されるエラーログには、わずかな金額が課金されます。詳細については、
「Amazon CloudWatch 料金表」を参照してください。

内容
• データ配信エラー (p. 108)
• Lambda 呼び出しエラー (p. 112)
• Kinesis Data Firehose CloudWatch のログへのアクセス (p. 114)

データ配信エラー
以下に示しているのは、Kinesis Data Firehose の送信先ごとのデータ配信エラーコードおよびメッセー
ジのリストです。各エラーメッセージには、問題を解決するために実行する適切なアクションも示されま
す。

エラー
• Amazon S3 データ配信エラー (p. 108)
• Amazon Redshift データ配信エラー (p. 109)
• Splunk データ配信エラー (p. 110)
• HTTPS エンドポイントデータ配信エラー (p. 111)
• Amazon OpenSearch Service のデータ配信エラー (p. 112)

Amazon S3 データ配信エラー
Kinesis Data Firehose は、次の Amazon S3 CloudWatch 関連のエラーをログに送信できます。

エラーコード エラーメッセージおよび情報

S3.KMS.NotFoundException"指定された AWS KMS キーが見つかりませんでした。正しいロールを持つ有
効な AWS KMS キーであると考えるものを使用している場合は、AWS KMS 
キーがアタッチされるアカウントに問題がないかどうか確認してください。"

S3.KMS.RequestLimitExceeded"S3 オブジェクトを暗号化しようとしているときに、KMS リクエスト/秒の制
限を超えました。1 秒あたりのリクエストの制限を引き上げてください。"

詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「制
限」を参照してください。

S3.AccessDenied 「アクセスが拒否されました。指定された IAM ロールの信頼ポリシー
で、Kinesis Data Firehose によるロールの引き受けが許可されること、およ
びアクセスポリシーで S3 バケットへのアクセスが許可されることを確認して
ください。」

S3.AccountProblem 「AWS アカウントに問題があり、それによりオペレーションを正常に完了す
ることができません。AWS サポートにお問い合わせください。」

S3.AllAccessDisabled「指定されたアカウントへのアクセスが無効になっています。AWS サポート
にお問い合わせください。」
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S3.InvalidPayer 「指定されたアカウントへのアクセスが無効になっています。AWS サポート
にお問い合わせください。」

S3.NotSignedUp 「アカウントは Amazon S3 に対してサインアップされていません。アカウン
トにサインアップするか、別のアカウントを使用します。」

S3.NoSuchBucket 「指定されたバケットが存在しません。バケットを作成するか、存在する別
のバケットを使用します。」

S3.MethodNotAllowed 「指定されたメソッドは、このリソースに対して許可されていませ
ん。Amazon S3 オペレーションの正しいアクセス許可を許可するようバケッ
トのポリシーを変更します。」

InternalError 「データを配信しようとして内部エラーが発生しました。配信は再試行され
ます。エラーが解消されない場合は、解決のため AWS に報告されます。」

Amazon Redshift データ配信エラー

Kinesis Data Firehose は、次の Amazon RedShift CloudWatch 関連のエラーをログに送信できます。

エラーコード エラーメッセージおよび情報

Redshift.TableNotFound「データのロード先となるテーブルが見つかりませんでした。指定された
テーブルが存在することを確認してください。」

S3 からのデータのコピー先となる Amazon Redshift の送信先テーブルが見
つかりませんでした。Amazon Redshift テーブルが存在しない場合、Kinesis 
Data Firehose は Amazon Redshift テーブルを作成しないことに注意してくだ
さい。

Redshift.SyntaxError「COPY コマンドには構文エラーが含まれています。コマンドを再試行して
ください。」

Redshift.AuthenticationFailed「指定されたユーザー名とパスワードで認証に失敗しました。有効なユー
ザー名とパスワードを指定してください。」

Redshift.AccessDenied「アクセスが拒否されました。指定された IAM ロールの信頼ポリシー
で、Kinesis Data Firehose がロールを引き受けられることを確認します。」

Redshift.S3BucketAccessDenied「COPY コマンドは S3 バケットにアクセスできませんでした。指定した 
IAM ロールのアクセスポリシーで、S3 バケットへのアクセスが許可されるこ
とを確認してください。」

Redshift.DataLoadFailed「テーブルへのデータのロードに失敗しました。詳細について
は、STL_LOAD_ERRORS システムテーブルを確認してください。」

Redshift.ColumnNotFound「COPY コマンドの列がテーブルに存在しません。有効な列名を指定してく
ださい。」

Redshift.DatabaseNotFound「Amazon Redshift の送信先設定または JDBC URL で指定されたデータベー
スは見つかりませんでした。有効なデータベース名を指定してください。」

Redshift.IncorrectCopyOptions「競合するか冗長な COPY のオプションが指定されました。一部のオプショ
ンは、特定の組み合わせと互換性がありません。詳細については、COPY コ
マンドのリファレンスを参照してください。」
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エラーコード エラーメッセージおよび情報
詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon 
Redshift COPY コマンド」を参照してください。

Redshift.MissingColumn「デフォルト値がなく、列リストに含まれていない、NOT NULL としてテー
ブルスキーマに定義されている列があります。この列を除外し、ロードされ
たデータが常にこの列の値を提供することを確認するか、このテーブルの 
Amazon Redshift スキーマにデフォルト値を追加します。」

Redshift.ConnectionFailed「指定された Amazon Redshift クラスターへの接続に失敗しました。セキュ
リティ設定により、Kinesis Data Firehose 接続が許可され、Amazon Redshift 
の送信先設定または JDBC URL で指定されたクラスターまたはデータベース
が正しく、クラスターが使用可能なことを確認してください。」

Redshift.ColumnMismatch「COPY コマンドの jsonpaths の数および宛先テーブルの列数が一致する必
要があります。コマンドを再試行してください。」

Redshift.IncorrectOrMissingRegion「Amazon Redshift は、S3 バケットにアクセスするために間違ったリージョ
ンのエンドポイントを使用しようとしました。COPY コマンドのオプション
で正しいリージョンの値を指定するか、S3 バケットが Amazon Redshift デー
タベースと同じリージョンにあることを確認します。」

Redshift.IncorrectJsonPathsFile「指定された jsonpaths ファイルが、サポートされている JSON 形式ではあ
りません。コマンドを再試行してください。」

Redshift.MissingS3File「Amazon Redshift で必要な 1 つまたは複数の S3 ファイルが S3 バケットか
ら削除されました。S3 バケットポリシーを確認し、S3 ファイルの自動削除
がある場合はそれを除外します。」

Redshift.InsufficientPrivilege「データをテーブルにロードするアクセス許可がユーザーにありませ
ん。INSERT 権限に対する Amazon Redshift ユーザー権限を確認してくださ
い。」

Redshift.ReadOnlyCluster「システムがサイズ変更モードであるため、クエリを実行できません。後で
もう一度クエリの実行を試みてください。」

Redshift.DiskFull 「ディスクがいっぱいのため、データをロードできませんでした。Amazon 
Redshift クラスターの容量を増やすか、使用されていないデータを削除して
ディスク容量を解放してください。」

InternalError 「データを配信しようとして内部エラーが発生しました。配信は再試行され
ます。エラーが解消されない場合は、解決のため AWS に報告されます。」

Splunk データ配信エラー

Kinesis Data Firehose は、次の Splunk CloudWatch 関連のエラーをログに送信できます。

エラーコード エラーメッセージおよび情報

Splunk.ProxyWithoutStickySessions「Kinesis Data Firehose と HEC ノードの間にプロキシ (ELB など) がある場
合、HEC ACK をサポートするには、スティッキーセッションを有効にする必
要があります。」

Splunk.DisabledToken"The HEC token is disabled。Enable the token to allow data delivery to 
Splunk."
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エラーコード エラーメッセージおよび情報

Splunk.InvalidToken "The HEC token is invalid。Update Kinesis Data Firehose with a valid HEC 
token."

Splunk.InvalidDataFormat"The data is not formatted correctly。To see how to properly format data for 
Raw or Event HEC endpoints, see Splunk Event Data."

Splunk.InvalidIndex "The HEC token or input is configured with an invalid index。Check your index 
configuration and try again."

Splunk.ServerError "Data delivery to Splunk failed due to a server error from the HEC 
node。Kinesis Data Firehose will retry sending the data if the retry duration in 
your Kinesis Data Firehose is greater than 0. f all the retries fail, Kinesis Data 
Firehose backs up the data to Amazon S3."

Splunk.DisabledAck "Indexer acknowledgement is disabled for the HEC token。Enable indexer 
acknowledgement and try again。For more info, see Enable indexer 
acknowledgement."

Splunk.AckTimeout "Did not receive an acknowledgement from HEC before the HEC 
acknowledgement timeout expired。Despite the acknowledgement timeout, 
it's possible the data was indexed successfully in Splunk。Kinesis Data 
Firehose backs up in Amazon S3 data for which the acknowledgement timeout 
expired."

Splunk.MaxRetriesFailed"Failed to deliver data to Splunk or to receive acknowledgment。Check your 
HEC health and try again."

Splunk.ConnectionTimeout"The connection to Splunk timed out。This might be a transient error and the 
request will be retried。Kinesis Data Firehose backs up the data to Amazon 
S3 if all retries fail."

Splunk.InvalidEndpoint"Could not connect to the HEC endpoint。Make sure that the HEC endpoint 
URL is valid and reachable from Kinesis Data Firehose."

Splunk.ConnectionClosed"Unable to send data to Splunk due to a connection failure。This might be a 
transient error。Increasing the retry duration in your Kinesis Data Firehose 
configuration might guard against such transient failures."

Splunk.SSLUnverified"Could not connect to the HEC endpoint。ホストがピアによって提供された
証明書と一致しません。証明書とホストが有効であることを確認してくださ
い。"

Splunk.SSLHandshake "Could not connect to the HEC endpoint。証明書とホストが有効であることを
確認してください。"

HTTPS エンドポイントデータ配信エラー

Kinesis Data Firehose は、次の HTTP CloudWatch エンドポイント関連のエラーをログに送信できます。
これらのエラーのいずれも発生している問題と一致しない場合、デフォルトのエラーは次のとおりです。
「データの配信中に内部エラーが発生しました。配信は再試行されます。エラーが解消されない場合は、
解決のため AWS に報告されます。」
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エラーコード エラーメッセージおよび情報

HttpEndpoint.RequestTimeoutレスポンスを受信する前に配信がタイムアウトし、再試行されます。このエ
ラーが解決しない場合は、AWS Firehose サービスチームにお問い合わせくだ
さい。

HttpEndpoint.ResponseTooLarge「エンドポイントから受信したレスポンスが大きすぎます。この問題を解決
するには、エンドポイントの所有者にお問い合わせください。」

HttpEndpoint.InvalidResponseFromDestination「指定されたエンドポイントから受信したレスポンスは無効です。問題を解
決するには、エンドポイントの所有者にお問い合わせください。」

HttpEndpoint.DestinationException「エンドポイントの送信先から次のレスポンスが受信されました。」

HttpEndpoint.ConnectionFailed「送信先エンドポイントに接続できません。この問題を解決するには、エン
ドポイントの所有者にお問い合わせください。」

HttpEndpoint.ConnectionReset「エンドポイントとの接続を維持できません。この問題を解決するには、エ
ンドポイントの所有者にお問い合わせください。」

HttpEndpoint.ConnectionReset「エンドポイントとの接続の維持に問題があります。エンドポイントの所有
者に連絡してください。」

Amazon OpenSearch Service のデータ配信エラー
OpenSearch サービスの送信先については、Kinesis Data Firehose は、 CloudWatch OpenSearch サービ
スによって返されるエラーをログに送信します。

Lambda 呼び出しエラー
Kinesis Data Firehose は、次の Lambda CloudWatch 呼び出しエラーをログに送信できます。

エラーコード エラーメッセージおよび情報

Lambda.AssumeRoleAccessDenied「アクセスが拒否されました。指定された IAM ロールの信頼ポリシー
で、Kinesis Data Firehose がロールを引き受けられることを確認します。」

Lambda.InvokeAccessDenied「アクセスが拒否されました。アクセスポリシーで、Lambda 関数へのアク
セスが許可されていることを確認してください。」

Lambda.JsonProcessingException「Lambda 関数から返されたレコードの解析時にエラーが発生しました。返
されたレコードが Kinesis Data Firehose からリクエストされたステータスモ
デルに従っていることを確認してください。」

詳細については、「データ変換とステータスモデル (p. 70)」を参照してくだ
さい。

Lambda.InvokeLimitExceeded「Lambda の同時実行の制限を超えています。同時実行の制限を引き上げて
ください。」

詳細については、AWS Lambda 開発者ガイドの「AWS Lambda の制限」を
参照してください。

Lambda.DuplicatedRecordId「複数のレコードに対して同じレコード ID が返されました。Lambda 関数が
レコードごとに一意のレコード ID を返すことを確認してください。」

詳細については、「データ変換とステータスモデル (p. 70)」を参照してくだ
さい。
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エラーコード エラーメッセージおよび情報

Lambda.MissingRecordId「1 つ以上のレコード ID が返されませんでした。Lambda 関数がすべての渡
されたレコード ID を返すことを確認してください。」

詳細については、「データ変換とステータスモデル (p. 70)」を参照してくだ
さい。

Lambda.ResourceNotFound「指定した Lambda 関数は存在しません。存在する別の関数を使用してくだ
さい。」

Lambda.InvalidSubnetIDException「Lambda 関数の VPC 設定で指定したサブネット ID が無効です。サブネッ
ト ID が有効であることを確認してください。」

Lambda.InvalidSecurityGroupIDException「Lambda 関数の VPC 設定で指定したセキュリティグループ ID が無効で
す。セキュリティグループ ID が有効であることを確認してください。」

Lambda.SubnetIPAddressLimitReachedException「AWS Lambda は、1 つ以上の設定済みサブネットに使用可能な IP アドレス
がないため、Lambda 関数の VPC アクセスを設定できませんでした。IP アド
レスの制限を引き上げてください。」

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC の制限 - 
VPC とサブネット」を参照してください。

Lambda.ENILimitReachedException「AWS Lambda は、ネットワークインターフェイスの制限に達したた
め、Lambda 関数設定で指定した VPC に Elastic Network Interface (ENI) を作
成できませんでした。ネットワークインターフェイスの制限を引き上げてく
ださい。」

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC の制限 - 
ネットワークインターフェイス」を参照してください。

Lambda。 
FunctionTimedOut

Lambda 関数呼び出しがタイムアウトしました。Lambda 関数のタイムアウト
設定を増やしてください。詳細については、「関数タイムアウトの構成」を
参照してください。

Lambda。 FunctionError 次のエラーのいずれかが考えられます。

• 出力構造が無効です。関数をチェックして、出力が目的の形式であるこ
とを確認してください。また、処理されたレコードに、DroppedOk、
またはの有効な結果ステータスが含まれていることを確認してくださ
いProcessingFailed。

• Lambda 関数は正常に呼び出されましたが、エラー結果が返されました。
• KMS アクセスが拒否されたため、Lambda は環境変数を復号できませんで

した。関数の KMS キー設定とキーポリシーをチェックしてください。詳細
については、「キーアクセスのトラブルシューティング」を参照してくだ
さい。

Lambda。 
FunctionRequestTimedOut

Kinesis Data Firehose で Lambda を呼び出したときに、リクエストがタイ
ムアウト設定エラーになる前にリクエストが完了しませんでした。Lambda 
コードを再確認して、Lambda コードが設定されたタイムアウトを超えて実
行されることを想定しているかどうかを確認します。その場合は、メモリ、
タイムアウトなどの Lambda 設定を調整することを検討してください。詳細
については、「Lambda 関数オプションの設定」を参照してください。

Lambda。 
TargetServerFailedToRespond

Kinesis Data Firehose でエラーが発生しました。AWSLambda サービスを呼
び出すときに、ターゲットサーバーがエラーに応答できませんでした。
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エラーコード エラーメッセージおよび情報

Lambda。 
InvalidZipFileException

Lambda InvalidZipFileException 関数を呼び出すときに Kinesis Data Firehose 
が検出されました。Lambda 関数の設定と Lambda コードの zip ファイルを
確認してください。

Lambda。 
InternalServerError

「Kinesis Data Firehose がAWS Lambda InternalServerError サービスを呼び
出すときに遭遇しました。Kinesis Data Firehose は一定回数データの送信を
再試行します。またはUpdateDestination APICreateDeliveryStream
を使用して再試行オプションを指定またはオーバーライドできます。エラー
が解決しない場合は、AWS Lambda サポートチームにお問い合わせくださ
い。

Lambda。 
ServiceUnavailable

AWSLambda ServiceUnavailableException サービスを呼び出すとき
に Kinesis Data Firehose が検出されました。Kinesis Data Firehose は
一定回数データの送信を再試行します。またはUpdateDestination
APICreateDeliveryStream を使用して再試行オプションを指定または
オーバーライドできます。エラーが解決しない場合は、AWS Lambda サポー
トにお問い合わせください。

Lambda。 
InvalidSecurityToken

セキュリティトークンが無効なため、Lambda 関数を呼び出すことができま
せん。クロスパーティション Lambda 呼び出しはサポートされていません。

Lambda。 
InvocationFailure

次のエラーのいずれかが考えられます。

• Kinesis Data Firehose でAWS Lambda を呼び出すときにエラーが発生しま
した。操作は再試行されます。エラーが解消されない場合は、AWS解決の
ために報告されます。」

• Kinesis Data Firehose が LambdaInvalidStateException からの KMS に遭遇
しました。使用されている KMS キーが複合無効状態のため、Lambda は環
境変数を復号できませんでした。Lambda 関数の KMS キーをチェックして
ください。

• Kinesis Data Firehose がLambdaAWSLambdaException から送信されると
いうエラーに遭遇しました。Lambda は提供されたコンテナイメージを初
期化できませんでした。画像を確認してください。

• Kinesis Data Firehose でAWS Lambda を呼び出すときにタイムアウトエ
ラーが発生しました。サポートされている最大の関数タイムアウトは 5 分
です。詳細については、「データ変換実行時間」を参照してください。

Lambda。 
JsonMappingException

Lambda 関数から返されたレコードの解析時にエラーが発生しました。デー
タフィールドが base-64 エンコードであることを確認します。

Kinesis Data Firehose CloudWatch のログへのアクセス
Kinesis Data Firehose コンソールまたはコンソールを使用して、Kinesis Data Firehose CloudWatch の
データ配信失敗に関連するエラーログを表示できます。次の手順は、これらの 2 つの方法を使用してエ
ラーログにアクセスする方法を示しています。

Kinesis Data Firehose コンソールを使用してエラーログにアクセスするには

1. AWS Management Console にサインインし、Kinesis コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
kinesis) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [Data Firehose] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、AWS リージョンを選択します。
4. 配信ストリーム名を選択して、配信ストリームの詳細ページに移動します。
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5. データ配信の失敗に関連するエラーログのリストを表示するには、[Error Log] を選択します。

CloudWatch コンソールを使用してエラーログにアクセスするには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーで、リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。
4. データ配信の失敗に関連するエラーログのリストを表示するには、ロググループとログストリームを

選択します。

Kinesis エージェントの状態のモニタリング
Kinesis Agent は、 CloudWatch AWSKinesisAgent名前空間でカスタムメトリクスを発行します。エージェ
ントの状態が正常で、指定されたとおりにデータを Kinesis Data Firehose に送信しており、データプロ
デューサーで適切な量の CPU リソースとメモリリソースを消費しているかを評価するのに役立ちます。

送信されたレコード数やバイト数などのメトリクスは、エージェントが Kinesis Data Firehose 配信スト
リームにデータを送信する速度を知るのに便利です。これらのメトリクスが、ある程度の割合低下する
かゼロになることで期待されるしきい値を下回っている場合は、設定の問題、ネットワークエラー、エー
ジェントの状態の問題を示している場合があります。オンホスト CPU やメモリなどの消費量とエージェ
ントエラーカウンターなどのメトリクスは、プロデューサーのリソース使用率を示し、潜在的な構成また
はホストのエラーに対する洞察を提供します。最後に、エージェントの問題を調査するのに役立つサービ
ス例外を記録します。

エージェントメトリクスは、エージェント設定 cloudwatch.endpoint で指定されたリージョンで報告
されます。詳細については、「エージェントの設定 (p. 35)」を参照してください。

複数の Kinesis エージェントから発行された CloudWatch メトリクスは、集約または結合されます。

Kinesis エージェントから出力されるメトリクスには、わずかな料金がかかります。これはデフォルトで有
効になります。詳細については、「Amazon CloudWatch 料金表」を参照してください。

によるモニタリング CloudWatch
Kinesis エージェントは、次のメトリクスを CloudWatchに配信します。

メトリクス 説明

BytesSent 指定された期間に Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信されたバイト
数。

単位: バイト

RecordSendAttempts 指定した期間内の PutRecordBatch 呼び出しのレコード数 (初回または再試
行の)。

単位はカウント

RecordSendErrors 指定した期間内の、PutRecordBatch への呼び出しの失敗ステータス (再試
行など) のレコード数。

単位はカウント

ServiceErrors 指定した期間内の、サービスエラー (スロットリングエラーを除く) となった
PutRecordBatch への呼び出し数。
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メトリクス 説明
単位はカウント

AWS CloudTrail を使用した Kinesis Data Firehose API 
コールのログ記録
Amazon Kinesis Data Firehose はに統合されています。これはAWS CloudTrail、ユーザー、ロール、ま
たは、Kinesis Data Firehose のAWSサービスによって実行されたアクションの記録を提供するサービ
スです。 CloudTrail は、Kinesis Data Firehose に対するすべての API コールをイベントとしてキャプ
チャします。キャプチャされたコールには、Kinesis Data Firehose コンソールからのコールと、Kinesis 
Data Firehose API オペレーションへのコードコールが含まれます。証跡を作成する場合は、Kinesis Data 
Firehose CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的配信を有効にすることが
できます。追跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイベント履歴で最新のイベントを表示で
きます。で収集された情報を使用して CloudTrail、Kinesis Data Firehose に対するリクエスト、リクエス
ト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

設定や有効化の方法などの詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してください。 
CloudTrail

の Kinesis Data Firehose の情報 CloudTrail
CloudTrail は、アカウント作成時にAWSアカウントで有効になります。サポートされているイベントアク
ティビティが Kinesis Data Firehose で発生すると、そのアクティビティは [ CloudTrailイベント履歴] の他
のAWSサービスのイベントとともにイベントにレコードされます。AWS アカウントで最近のイベントを
表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」
を参照してください。

Kinesis Data Firehose のイベントなど、AWS アカウントのイベントを継続的に記録する場合は、証跡
を作成します。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。デフォル
トでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡
は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータ
に基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• CloudTrail  CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルの受信と複数のアカウントからのログファ

イルの受け取り

Kinesis Data Firehose は、 CloudTrail 以下のアクションをイベントとしてログファイルのログ記録をサ
ポートします。

• CreateDeliveryStream
• DeleteDeliveryStream
• DescribeDeliveryStream
• ListDeliveryStreams
• ListTagsForDeliveryStream
• TagDeliveryStream
• StartDeliveryStreamEncryption
• StopDeliveryStreamEncryption
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• UntagDeliveryStream
• UpdateDestination

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

例: Kinesis Data Firehose ログファイルエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任意のソースから
の単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が
含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースでは
ないため、特定の順序では表示されません。

次の例
は、、CreateDeliveryStream、DescribeDeliveryStreamListDeliveryStreamsUpdateDestination、 
CloudTrail DeleteDeliveryStreamおよびアクションを示すログエントリを示しています。

{ 
  "Records":[ 
        { 
            "eventVersion":"1.02", 
            "userIdentity":{ 
                "type":"IAMUser", 
                "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 
                "accountId":"111122223333", 
                "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
                "userName":"CloudTrail_Test_User" 
            }, 
            "eventTime":"2016-02-24T18:08:22Z", 
            "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
            "eventName":"CreateDeliveryStream", 
            "awsRegion":"us-east-1", 
            "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
            "userAgent":"aws-internal/3", 
            "requestParameters":{ 
                "deliveryStreamName":"TestRedshiftStream", 
                "redshiftDestinationConfiguration":{ 
                "s3Configuration":{ 
                    "compressionFormat":"GZIP", 
                    "prefix":"prefix", 
                    "bucketARN":"arn:aws:s3:::firehose-cloudtrail-test-bucket", 
                    "roleARN":"arn:aws:iam::111122223333:role/Firehose", 
                    "bufferingHints":{ 
                        "sizeInMBs":3, 
                        "intervalInSeconds":900 
                    }, 
                    "encryptionConfiguration":{ 
                        "kMSEncryptionConfig":{ 
                            "aWSKMSKeyARN":"arn:aws:kms:us-east-1:key" 
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                        } 
                    } 
                }, 
                "clusterJDBCURL":"jdbc:redshift://example.abc123.us-
west-2.redshift.amazonaws.com:5439/dev", 
                "copyCommand":{ 
                    "copyOptions":"copyOptions", 
                    "dataTableName":"dataTable" 
                }, 
                "password":"", 
                "username":"", 
                "roleARN":"arn:aws:iam::111122223333:role/Firehose" 
            } 
        }, 
        "responseElements":{ 
            "deliveryStreamARN":"arn:aws:firehose:us-east-1:111122223333:deliverystream/
TestRedshiftStream" 
        }, 
        "requestID":"958abf6a-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
        "eventID":"875d2d68-476c-4ad5-bbc6-d02872cfc884", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    }, 
    { 
        "eventVersion":"1.02", 
        "userIdentity":{ 
            "type":"IAMUser", 
            "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 
            "accountId":"111122223333", 
            "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
            "userName":"CloudTrail_Test_User" 
        }, 
        "eventTime":"2016-02-24T18:08:54Z", 
        "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
        "eventName":"DescribeDeliveryStream", 
        "awsRegion":"us-east-1", 
        "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
        "userAgent":"aws-internal/3", 
        "requestParameters":{ 
            "deliveryStreamName":"TestRedshiftStream" 
        }, 
        "responseElements":null, 
        "requestID":"aa6ea5ed-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
        "eventID":"d9b285d8-d690-4d5c-b9fe-d1ad5ab03f14", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    }, 
    { 
        "eventVersion":"1.02", 
        "userIdentity":{ 
            "type":"IAMUser", 
            "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 
            "accountId":"111122223333", 
            "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
            "userName":"CloudTrail_Test_User" 
        }, 
        "eventTime":"2016-02-24T18:10:00Z", 
        "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
        "eventName":"ListDeliveryStreams", 
        "awsRegion":"us-east-1", 
        "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
        "userAgent":"aws-internal/3", 
        "requestParameters":{ 
            "limit":10 
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        }, 
        "responseElements":null, 
        "requestID":"d1bf7f86-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
        "eventID":"67f63c74-4335-48c0-9004-4ba35ce00128", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    }, 
    { 
        "eventVersion":"1.02", 
        "userIdentity":{ 
            "type":"IAMUser", 
            "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 
            "accountId":"111122223333", 
            "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
            "userName":"CloudTrail_Test_User" 
        }, 
        "eventTime":"2016-02-24T18:10:09Z", 
        "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
        "eventName":"UpdateDestination", 
        "awsRegion":"us-east-1", 
        "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
        "userAgent":"aws-internal/3", 
        "requestParameters":{ 
            "destinationId":"destinationId-000000000001", 
            "deliveryStreamName":"TestRedshiftStream", 
            "currentDeliveryStreamVersionId":"1", 
            "redshiftDestinationUpdate":{ 
                "roleARN":"arn:aws:iam::111122223333:role/Firehose", 
                "clusterJDBCURL":"jdbc:redshift://example.abc123.us-
west-2.redshift.amazonaws.com:5439/dev", 
                "password":"", 
                "username":"", 
                "copyCommand":{ 
                    "copyOptions":"copyOptions", 
                    "dataTableName":"dataTable" 
                }, 
                "s3Update":{ 
                    "bucketARN":"arn:aws:s3:::firehose-cloudtrail-test-bucket-update", 
                    "roleARN":"arn:aws:iam::111122223333:role/Firehose", 
                    "compressionFormat":"GZIP", 
                    "bufferingHints":{ 
                        "sizeInMBs":3, 
                        "intervalInSeconds":900 
                    }, 
                    "encryptionConfiguration":{ 
                        "kMSEncryptionConfig":{ 
                            "aWSKMSKeyARN":"arn:aws:kms:us-east-1:key" 
                        } 
                    }, 
                    "prefix":"arn:aws:s3:::firehose-cloudtrail-test-bucket" 
                } 
            } 
        }, 
        "responseElements":null, 
        "requestID":"d549428d-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
        "eventID":"1cb21e0b-416a-415d-bbf9-769b152a6585", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    }, 
    { 
        "eventVersion":"1.02", 
        "userIdentity":{ 
            "type":"IAMUser", 
            "principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/CloudTrail_Test_User", 

119



Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
AWS CloudTrail を使用した Kinesis 

Data Firehose API コールのログ記録

            "accountId":"111122223333", 
            "accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
            "userName":"CloudTrail_Test_User" 
        }, 
        "eventTime":"2016-02-24T18:10:12Z", 
        "eventSource":"firehose.amazonaws.com", 
        "eventName":"DeleteDeliveryStream", 
        "awsRegion":"us-east-1", 
        "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
        "userAgent":"aws-internal/3", 
        "requestParameters":{ 
            "deliveryStreamName":"TestRedshiftStream" 
        }, 
        "responseElements":null, 
        "requestID":"d85968c1-db21-11e5-bb88-91ae9617edf5", 
        "eventID":"dd46bb98-b4e9-42ff-a6af-32d57e636ad1", 
        "eventType":"AwsApiCall", 
        "recipientAccountId":"111122223333" 
    } 
  ]
}
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Amazon S3 オブジェクトのカスタム
プレフィックス

送信先が Amazon S3、Amazon OpenSearch Service、または Splunk の場合、Kinesis Data Firehose か
らのデータの配信に使用される Amazon S3 オブジェクトキーを設定できます。 これを行うには、配信時
に Kinesis Data Firehose が評価する式を指定します。最終的なオブジェクトキーの形式は <evaluated 
prefix><suffix> です。ここで、サフィックスの形式は <delivery stream name>-<delivery 
stream version>-<year>-<month>-<day>-<hour>-<minute>-<second>-<uuid><file 
extension> です。 サフィックスフィールドを変更することはできません。

カスタムプレフィックスでは、フォーム !{namespace:value} の式を使用できます。ここ
で、namespace は、以下のセクションで説明されているとおり、以下のいずれかです。

• firehose
• timestamp
• partitionKeyFromQuery
• partitionKeyFromLambda

プレフィックスの最後がスラッシュの場合は、Amazon S3 バケット内のフォルダとして表示されます。詳
細については、Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイドの「Amazon S3 オブジェクト名の形式」を参
照してください。

timestamp 名前空間
この名前空間の有効な値は、有効な Java DateTimeFormatter 文字列である文字列です。例として
は、2018 年には、式 !{timestamp:yyyy} は 2018 として評価されます。

タイムスタンプを評価するとき、Kinesis Data Firehose は、書き込まれる Amazon S3 オブジェクトに含
まれる最も古いレコードのおおよその到達タイムスタンプを使用します。

タイムスタンプは常に UTC です。

timestamp 名前空間を同じプレフィックス式で複数回使用した場合、すべてのインスタンスが同じ時点
として評価されます。

firehose 名前空間
この名前空間では、2 つの値 error-output-type および random-string を使用できます。 次の表
は、これらの値の使用方法を説明しています。

firehose 名前空間の値

変換 説明 入力例 出力例 メモ

error-output-
type

配信ストリームと
失敗の理由に応
じて、次の文字
列のいずれかと

myPrefix/
result=!
{firehose:error-

myPrefix/
result=processing-
failed/2018/08/03

error-output-
type 値
は、ErrorOutputPrefix 
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変換 説明 入力例 出力例 メモ
して評価されま
す: {processing-
failed、AmazonOpenSearchService-
failed、splunk-
failed、format-
conversion-
failed、http-
endpoint-failed}。

同じ式で複数回使
用した場合、すべ
てのインスタンス
が同じエラー文字
列として評価され
ます。

output-type}/!
{timestamp:yyyy/
MM/dd}

フィールドでのみ
使用できます。

random-string 11 文字のランダム
な文字列として評
価されます。同じ
式で複数回使用し
た場合、すべての
インスタンスが新
しいランダム文字
列として評価され
ます。

myPrefix/!
{firehose:random-
string}/

myPrefix/046b6c7f-0b/両方のプレフィッ
クスタイプで使用
できます。

形式の文字列の先
頭にこれを配置
すると、ランダ
ム化されたプレ
フィックスを取
得できます。これ
は、Amazon S3 で
非常に高いスルー
プットを実現する
ために必要になる
ことがあります。

partitionKeyFromLambda および
partitionKeyFromQuery 名前空間

動的パーティショニングでは、S3 バケットプレフィックスで次の式形式を使用する必要があ
ります: !{namespace:value}。ここで、名前空間は partitionKeyFromQuery または
partitionKeyFromLambda、またはその両方です。インライン解析を使用してソースデータ
のパーティショニングキーを作成している場合は、次の形式で指定された式で構成される S3 バ
ケットプレフィックス値を指定する必要があります。"partitionKeyFromQuery:keyID"。 
を使用している場合AWSLambda 関数ソースデータのパーティショニングキーを作成するには、
次の形式で指定された式で構成される S3 バケットプレフィックス値を指定する必要がありま
す。"partitionKeyFromLambda:keyID"。 詳細については、の「配信先に Amazon S3 を選択」を参
照してください。Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成。

セマンティックルール
Prefix および ErrorOutputPrefix 式には、以下のルールが制限されます。

• timestamp 名前空間では、一重引用符で囲まれていないすべての文字が評価されます。言い換える
と、値フィールドで一重引用符によりエスケープされたすべての文字列が文字どおりに解釈されます。
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• タイムスタンプ名前空間式が含まれないプレフィックスを指定した場合、Kinesis Data Firehose は式 !
{timestamp:yyyy/MM/dd/HH/} を Prefix フィールドの値に追加します。

• シーケンス !{ は、!{namespace:value} 式にのみ現れます。
• Prefix に式が含まれていない場合、ErrorOutputPrefix は null にのみすることができます。この

場合、Prefix は <specified-prefix>yyyy/MM/DDD/HH/ と評価され、ErrorOutputPrefix は
<specified-prefix><error-output-type>YYYY/MM/DDD/HH/ と評価されます。DDD は日を表し
ます。

• ErrorOutputPrefix の式を指定した場合、!{firehose:error-output-type} のインスタンスを
少なくとも 1 つ含める必要があります。

• Prefix に !{firehose:error-output-type} を含めることはできません。
• Prefix と ErrorOutputPrefix のどちらも、評価後に 512 文字を超えることはできません。
• 送信先が Amazon Redshift の場合、Prefix に式を含めることはできず、ErrorOutputPrefix は null 

にする必要があります。
• 送信先が Amazon OpenSearch Service または Splunk であり、ErrorOutputPrefix が指定されてい

ない場合、Kinesis Data Firehose は失敗したレコードに Prefix フィールドを使用します。
• 送信先が Amazon S3 の場合、Amazon S3 送信先設定の Prefix および ErrorOutputPrefix は、

それぞれ成功したレコードと失敗したレコードに使用されます。AWS CLI または API を使用する場合
は、ExtendedS3DestinationConfiguration を使用して Amazon S3 バックアップ設定をそれ自身
の Prefix と ErrorOutputPrefix を用いて指定できます。

• AWS Management Console を使用して、送信先を Amazon S3 に設定すると、Kinesis Data Firehose 
は送信先設定で、Prefix および ErrorOutputPrefix を、成功したレコードと失敗したレコード
にそれぞれ使用します。プレフィックスを指定してもエラープレフィックスがない場合、Kinesis Data 
Firehose はエラープレフィックスを自動的に !{firehose:error-output-type}/ に設定します。

• AWS CLI、API または AWS CloudFormation で ExtendedS3DestinationConfiguration を
使用して、S3BackupConfiguration を指定する場合、Kinesis Data Firehose はデフォルトの
ErrorOutputPrefix を提供しません。

• ErrorOutputPrefix 式を作成するときに、partitionKeyFromLambda および
partitionKeyFromQuery 名前空間を使用することはできません。

プレフィックスの例
Prefix と ErrorOutputPrefix の例

Input 評価されるプレフィックス (2018 年 8 月 27 日の
午前 10:30 UTC)

Prefix: 未指定

ErrorOutputPrefix: myFirehoseFailures/!
{firehose:error-output-type}/

Prefix: 2018/08/27/10

ErrorOutputPrefix: myFirehoseFailures/
processing-failed/

Prefix: !{timestamp:yyyy/MM/dd}

ErrorOutputPrefix: 未指定

無効な入力: Prefix に式が含まれている場
合、ErrorOutputPrefix を null にすることはで
きません。

Prefix: myFirehose/DeliveredYear=!
{timestamp:yyyy}/anyMonth/rand=!
{firehose:random-string}

ErrorOutputPrefix: myFirehoseFailures/!
{firehose:error-output-type}/!
{timestamp:yyyy}/anyMonth/!
{timestamp:dd}

Prefix: myFirehose/DeliveredYear=2018/
anyMonth/rand=5abf82daaa5

ErrorOutputPrefix: myFirehoseFailures/
processing-failed/2018/anyMonth/10
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Input 評価されるプレフィックス (2018 年 8 月 27 日の
午前 10:30 UTC)

Prefix: myPrefix/year=!
{timestamp:yyyy}/month=!
{timestamp:MM}/day=!{timestamp:dd}/
hour=!{timestamp:HH}/

ErrorOutputPrefix: myErrorPrefix/
year=!{timestamp:yyyy}/month=!
{timestamp:MM}/day=!{timestamp:dd}/
hour=!{timestamp:HH}/!{firehose:error-
output-type}

Prefix: myPrefix/year=2018/month=07/
day=06/hour=23/

ErrorOutputPrefix: myErrorPrefix/
year=2018/month=07/day=06/hour=23/
processing-failed

Prefix: myFirehosePrefix

ErrorOutputPrefix: 未指定

Prefix: myFirehosePrefix/2018/08/27/

ErrorOutputPrefix: myFirehosePrefix/
processing-failed/2018/08/27/

124



Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
Kinesis Data Firehose 用のインターフェイ
ス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

Amazon Kinesis Data Firehose で
AWS PrivateLink
Kinesis Data Firehose 用のインターフェイス VPC 
エンドポイント (AWS PrivateLink)

インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、Amazon VPC と Kinesis Data Firehose 間のトラ
フィックが Amazon ネットワークから離れないように維持できます。インターフェイス VPC エンドポ
イントは、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続
を必要としません。インターフェイス VPC エンドポイントは AWS PrivateLink を使用しています。これ
は、Amazon VPC で Elastic Network Interface とプライベート IP を使用して AWS のサービス間のプライ
ベート通信を可能にする AWS のテクノロジーです。詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud」
を参照してください。

Kinesis Data Firehose 用のインターフェイス VPC 
エンドポイント (AWS PrivateLink) の使用

開始するには、Amazon VPC リソースからの Kinesis Data Firehose のトラフィックがインターフェイス 
VPC エンドポイントを経由して流れるように、インターフェイス VPC エンドポイントを作成するだけで
す。エンドポイントを作成するときは、Kinesis Data Firehose へのアクセスを制御するエンドポイントポ
リシーをエンドポイントにアタッチします。ポリシーを使用して VPC エンドポイントから Kinesis Data 
Firehose へのアクセスを制御する方法については、「VPC エンドポイントを用いたサービスへのアクセス
の制御」を参照してください。

次の例は、VPC で AWS Lambda 関数をセットアップし、VPC エンドポイントを作成して、この関
数が Kinesis Data Firehose サービスと安全に通信できるようにする方法を示しています。この例で
は、Lambda 関数に現在のリージョンの配信ストリームのリスト表示を許可するが、いずれの配信スト
リームについても説明は許可しないポリシーを使用します。

VPC エンドポイントの作成

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2. VPC ダッシュボードで、[エンドポイント] を選択します。
3. [エンドポイントの作成] を選択します。
4. サービス名のリストで、[com.amazonaws.your_region.kinesis-firehose] を選択します。
5. エンドポイントを作成する VPC および 1 つ以上のサブネットを選択します。
6. エンドポイントに関連付ける 1 つ以上のセキュリティグループを選択します。
7. [ポリシー] で [カスタム] を選択し、次のポリシーを貼り付けます。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Sid": "Allow-only-specific-PrivateAPIs", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "firehose:ListDeliveryStreams" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow-only-specific-PrivateAPIs", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "firehose:DescribeDeliveryStream" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

8. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

Lambda 関数で使用する IAM ロールを作成します。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 左側のペインから、[Roles (ロール)] を選択してから、[Create role (ロールの作成)] をクリックしま

す。
3. [Select type of trusted entity (信頼されたエンティティのタイプの選択)] で、デフォルトの選択である 

[AWS のサービス] をそのままにします。
4. [このロールを使用するサービスを選択] の下で、[Lambda] を選択します。
5. [Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。
6. ポリシーのリストで、AWSLambdaVPCAccessExecutionRole および

AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess という名前の 2 つのポリシーを探して追加します。

Important

以下に例を示します。本番環境では、より厳格なポリシーが必要になる場合があります。
7. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。この演習の目的を達成するにはタグは不要です。[Next: 

Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
8. ロールの名前を入力し、[ロールの作成] を選択します。

VPC 内に Lambda 関数を作成します。

1. AWS Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。
2. 関数の作成 を選択します。
3. Author from scratch（製作者を最初から） を選択します。
4. 関数の名前を入力し、[ランタイム] を Python 3.6 に設定します。
5. [Permissions (アクセス許可)] で、[実行ロールの選択または作成] を選択します。
6. [実行ロール] リストから [既存のロールを使用する] を選択します。
7. [既存のロール] リストで、上記で作成したロールを選択します。
8. [Create function] (関数の作成) を選択します。
9. [関数コード] に次のコードを貼り付けます。
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    import json 
    import boto3 
    import os 
    from botocore.exceptions import ClientError 
      
    def lambda_handler(event, context): 
        REGION = os.environ['AWS_REGION'] 
        client = boto3.client( 
            'firehose', 
            REGION 
             
        ) 
        print("Calling list_delivery_streams with ListDeliveryStreams allowed policy.") 
        delivery_stream_request = client.list_delivery_streams() 
        print("Successfully returned list_delivery_streams request %s." % ( 
            delivery_stream_request 
        )) 
        describe_access_denied = False 
        try: 
            print("Calling describe_delivery_stream with DescribeDeliveryStream denied 
 policy.") 
            delivery_stream_info = 
 client.describe_delivery_stream(DeliveryStreamName='test-describe-denied') 
        except ClientError as e: 
            error_code = e.response['Error']['Code'] 
            print ("Caught %s." % (error_code)) 
            if error_code == 'AccessDeniedException': 
                describe_access_denied = True 
         
        if not describe_access_denied: 
            raise 
        else: 
            print("Access denied test succeeded.")

10. [基本設定] で、タイムアウトを 1 分に設定します。
11. [ネットワーク] で、上記でエンドポイントを作成した VPC を選択し、作成時にエンドポイントに関連

付けたサブネットとセキュリティグループを選択します。
12. ページの上部付近にある [Save (保存)] を選択します。
13. [Test] (テスト) を選択します。
14. イベント名を入力し、[Create (作成)] を選択します。
15. [テスト] を再度選択します。これにより、関数が実行されます。実行結果が表示されたら [詳細] を展

開し、ログ出力を関数コードと比較します。成功した結果では、リージョンの配信ストリームのリス
トと、次のような出力が表示されます。

Calling describe_delivery_stream.

AccessDeniedException

Access denied test succeeded.

可用性
現在、インターフェイス VPC エンドポイントは次のリージョン内でサポートされています。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
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• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• アジアパシフィック (香港)
• カナダ (中部)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• 欧州 (パリ)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)
• 欧州 (スペイン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
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Amazon Kinesis Data Firehose の配
信ストリームのタグ付け

Amazon Kinesis Data Firehose で作成した配信ストリームに、独自のメタデータをタグ形式で割り当てる
ことができます。タグは、ストリームに対して定義するキーと値のペアです。タグの使用は、AWS リソー
スの管理やデータ (請求データなど) の整理を行うシンプルかつ強力な方法です。

トピック
• タグの基本 (p. 129)
• タグ付けを使用したコストの追跡 (p. 129)
• タグの制限 (p. 129)
• Amazon Kinesis Data Firehose API を使用した配信ストリームのタグ付け (p. 130)

タグの基本
Amazon Kinesis Data Firehose API を使用して、次のタスクを実行できます。

• 配信ストリームにタグを追加します。
• 配信ストリームのタグを一覧表示します。
• 配信ストリームからタグを削除します。

タグを使用すると、Kinesis Data Firehose 配信ストリームを分類できます。たとえば、目的、所有者、環
境などに基づいて配信ストリームを分類できます。タグごとにキーと値を定義するため、特定のニーズを
満たすためのカテゴリのカスタムセットを作成できます。たとえば、所有者と、関連するアプリケーショ
ンに基づいて配信ストリームを追跡するのに役立つタグのセットを定義できます。

次に示すのは、いくつかのタグの例です。

• Project: Project name
• Owner: Name
• Purpose: Load testing
• Application: Application name
• Environment: Production

タグ付けを使用したコストの追跡
タグを使用して、AWS コストを分類して追跡できます。AWS リソース (Kinesis Data Firehose 配信スト
リームなど) にタグを適用すると、AWS のコスト配分レポートに、タグ別に集計された使用状況とコスト
が表示されます。自社のカテゴリ (たとえばコストセンター、アプリケーション名、所有者) を表すタグを
適用すると、複数のサービスにわたってコストを分類することができます。詳細については、AWS Billing 
ユーザーガイドの「コスト配分タグを使用したカスタム請求レポート」を参照してください。

タグの制限
Kinesis Data Firehose のタグには以下の制限があります。
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基本制限

• リソース (ストリーム) あたりのタグの最大数は 50 です。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• 削除されたストリームのタグを変更または編集することはできません。

タグキーの制限

• 各タグキーは一意である必要があります。既に使用されているキーを含むタグを追加すると、新しいタ
グで、既存のキーと値のペアが上書きされます。

• このプレフィックスは AWS で使用するために予約されているため、aws: でタグキーを開始することは
できません。AWS は、ユーザーに代わってこのプレフィックスで始まるタグを作成しますが、編集や削
除はできません。

• タグキーの長さは 1～128 文字（Unicode）にする必要があります。
• タグキーは、次の文字で構成する必要があります。Unicode 文字、数字、空白、特殊文字 ()。_ . / = 
+ - @。

タグ値の制限

• タグ値の長さは 0～255 文字（Unicode）にする必要があります。
• タグ値は空白にすることができます。それ以外の場合は、次の文字で構成する必要がありま

す。Unicode 文字、数字、空白、特殊文字 ()。_ . / = + - @。

Amazon Kinesis Data Firehose API を使用した配信
ストリームのタグ付け

呼び出すときにタグを指定できます。CreateDeliveryストリームを選択して、新しい配信ストリームを作
成します。既存の配信ストリームでは、次の 3 つのオペレーションを使用してタグを追加、リスト、削除
できます。

• TagDeliveryストリーム
• ListTagsForDeliveryストリーム
• UntagDeliveryストリーム
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チュートリアル: Amazon Kinesis 
Data Firehose を使用した Splunk へ
の VPC フローログ送信

このチュートリアルでは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のネットワークインターフェイ
スとの間で行き来する IP トラフィックに関する情報をキャプチャする方法について説明します。その
後、Amazon Kinesis Data Firehose を使用してその情報を Splunk に送信します。VPC のネットワークト
ラフィックの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC フローログ」を参照してください。

まず、Amazon VPC フローログを送信します。 CloudWatch。次に CloudWatchでは、データは Kinesis 
Data Firehose 配信ストリームに送信されます。その後、Kinesis Data Firehose は AWS Lambda 関数を呼
び出してデータを解凍し、解凍されたログデータを Splunk に送信します。

前提条件

作業を開始する前に、次の前提条件が揃っていることを確認してください。

• AWS アカウント — AWS アカウントを持っていない場合、http://aws.amazon.com で作成します。 詳細
については、「Amazon Kinesis Data Firehose のセットアップ (p. 4)」を参照してください。

• AWS CLI — このチュートリアルには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する必要がある
部分があります。AWS CLI をインストールするには、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。

• HEC トークン — Splunk のデプロイでは、ソースタイプが aws:cloudwatchlogs:vpcflow の HTTP 
Event Collector (HEC) トークンを設定します。詳細については、Splunk ドキュメントの「Amazon 
Kinesis Firehose の Splunk アドオンのインストールおよび設定の概要」を参照してください。

トピック
• ステップ 1: Amazon VPC から Amazon にログデータを送信する CloudWatch (p. 131)
• ステップ 2: Splunk を送信先として Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成する (p. 133)
• ステップ 3: Amazon からデータを送信する CloudWatch Kinesis Data Firehose (p. 136)
• ステップ 4: Splunk と Kinesis Data Firehose で結果を確認する (p. 137)

ステップ 1: Amazon VPC から Amazon にログデー
タを送信する CloudWatch

この最初の部分ではKinesis Data Firehose チュートリアル (p. 131)、アマゾンを作る CloudWatch 
Amazon VPC フローログを受信します。次に、Amazon VPC のフローログを作成して、 CloudWatch 作成
したロググループ。

を作成するには CloudWatch Amazon VPC フローログを受信するロググループ

1. にサインインします。AWS Management Consoleそして開く CloudWatch コンソールでhttps:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
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2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. [Actions (アクション)] を選択し、[Create log group (ロググループの作成)] を選択します。
4. VPCtoSplunkLogGroup と名前を入力し、[Create log group (ロググループの作成)] を選択します。

VPC フローログを作成するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. 画面左枠のナビゲーションペインで、[Your VPCs] を選択します。次に、リストの横にあるチェック

ボックスをオンにして、リストから VPC を選択します。

3. [Actions (アクション)] を選択し、[Create flow log (フローログの作成)] を選択します。
4. [Filter* (フィルタ*)] リストで [All (すべて)] を選択します。
5. 宛先をに設定したままにする送信先 CloudWatchログ。
6. にとって送信先ロググループ*、選択してください副社長CtoSplunkLogGroupは、前の手順で作成した

ロググループです。
7. IAM ロールをセットアップするには、[Set Up Permissions (アクセス許可の設定)] を選択します。

8. 表示された新しいウィンドウで、[IAM Role (IAM ロール)] を [Create a new IAM Role (新
しい IAM ロールの作成)] に設定したままにします。[Role Name (ロール名)] ボックス
に、VPCtoSplunkWritetoCWRole と入力します。 次に、[許可] を選択します。

9. [Create flow log (フローログの作成)] ブラウザタブに戻り、[IAM role* (IAM ロール*)] ボックスを更新
します。次に選択してください副社長CtoSplunkWritetocwRoleリストにあります。

10. [Create (作成)] を選択してから、[Close (閉じる)] を選択します。
11. Amazon VPC ダッシュボードに戻り、ナビゲーションペインで [Your VPCs (VPC)] を選択します。次

に、VPC の横にあるチェックボックスをオンにします。
12. 下にスクロールして [Flow Logs (フローログ)] タブを選択し、前のステップで作成したフローログを

探します。ステータスが [Active (アクティブ)] であることを確認します。そうでない場合は、前のス
テップを確認します。

ステップ 2: Splunk を送信先として Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成する (p. 133) に進みま
す。
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ステップ 2: Splunk を送信先として Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームを作成する

のこの部分ではKinesis Data Firehose チュートリアル (p. 131)、Amazon からログデータを受け取る 
Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成し CloudWatch そのデータを Splunk に配信します。

そのログ CloudWatch 配信ストリームに送信します。ただし、Kinesis Data Firehose は圧縮されたログを 
Splunk に送信できません。そのため、次の手順で配信ストリームを作成する際に、データ変換を有効にし
て ログデータを解凍する AWS Lambda 関数を設定します。その後 Kinesis Data Firehose から解凍された
データを Splunk に送信します。

送信先として Splunk を使用する Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成するには

1. Kinesis Data Firehose コンソール (https://console.aws.amazon.com/firehose/) を開きます。
2. [Create delivery stream (配信ストリームの作成)] を選択します。
3. 配信ストリームの名前は、VPCtoSplunkStream と入力します。 次に、下部までスクロールし、[次

へ] を選択します。
4. [Data transformation* (データ変換*)] で、[Enabled (有効)] を選択します。
5. [Lambda function* (Lambda 関数*)] で、[Create new (新規作成)] を選択します。
6. [Choose Lambda blueprint (Lambda 設計図を選択)] ペインで、下にスクロールして [Kinesis Firehose 

Cloudwatch Logs Processor (Kinesis Firehose Cloudwatch Logs Processor)] を選択します。これによ
り、AWS Lambda コンソールが開きます。

Note

Lambda バッファリングヒントの低い値である 256 KB を選択することをお勧めします。
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7. AWS Lambda コンソールで、関数名に VPCtoSplunkLambda と入力します。
8. [実行ロール] の下の説明テキストで、[IAM コンソール] リンクを選択してカスタムロールを作成しま

す。AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールを開きます。
9. IAM コンソールで、[Lambda] を選択します。
10. [Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可.
11. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
12. [JSON] タブを選択し、既存の JSON を次のように置き換えます。必ず交換してください########

######そしてyour-aws-account-idリージョンの表示AWSリージョンコードとアカウント ID。ア
カウント ID にはハイフンやダッシュを含めないでください。AWS リージョンコードの一覧について
は、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "firehose:PutRecordBatch" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:firehose:your-region:your-aws-account-id:deliverystream/
VPCtoSplunkStream" 
            ] 
        } 
    ]
}

このポリシーは、Lambda 関数が PutRecordBatch オペレーションを呼び出してデータを配信スト
リームに戻すことを許可します。このステップが必要なのは、Lambda 関数が返すことができるデー
タが Kinesis Data Firehose から呼び出されるごとに最大 6 MiB のみであるためです。圧縮されていな
いデータのサイズが 6 MiB を超えると、関数は PutRecordBatch を呼び出してデータの一部を配信
ストリームに戻し、後で処理するようにします。

13. に戻るCREATEウィンドウで、ポリシーのリストを更新し、副社長CtoSplunkLambdaPolicy左側の
ボックスを選択します。

14. [Next: (次へ:)] を選択します タグ
15. [Next: (次へ:)] を選択します 確認.
16. [ロール名] に「VPCtoSplunkLambdaRole」と入力し、[ロールの作成] を選択します。
17. Lambda コンソールに戻り、既存のロールのリストを更新して、VPCtoSplunkLambdaRole を選択

します。
18. 下にスクロールし、[関数の作成] を選択します。
19. Lambda 関数ペインで、[基本設定] セクションまで下にスクロールし、タイムアウトを 3 分に増やし

ます。
20. 上にスクロールして [保存] を選択します。
21. [Choose Lambda blueprint (Lambda 設計図を選択)] ダイアログボックスに戻り、[Close (閉じる)] を選

択します。
22. 配信ストリーム作成ページの [AWS Lambda を使用してソースレコードを変換] セクションで、

[refresh (更新)] ボタンを選択します。次に選択してください副社長CtoSplunkLambda関数のリストに
あります。

23. 下にスクロールし、[Next (次へ)] を選択します。
24. [Destination* (送信先*)] で、[Splunk] を選択します。
25. Splunk クラスターエンドポイントについては、Splunk ドキュメントの「Configure Amazon Kinesis 

Firehose to send data to the Splunk platform」を参照してください。
26. [Splunk endpoint type (Splunk エンドポイントタイプ)] を [Raw endpoint (raw エンドポイント)] に設定

したままにします。
27. Splunk HTTP Event Collector (HEC) トークンの値 (名前ではありません) を入力します。
28. [S3 backup mode* (S3 バックアップモード*)] で、[Backup all events (すべてのイベントのバックアッ

プ)] を選択します。
29. 既存の Amazon S3 バケットを選択 (または新しいバケットを作成) し、[Next (次へ)] を選択します。
30. [Configure settings (設定の構成)] ページで、[IAM role (IAM ロール)] セクションまで下にスクロール

し、[Create new or choose (新規作成または選択)] を選択します。
31. [IAM Role (IAM ロール)] リストで、[Create a new IAM Role (新しい IAM の作成)] を選択します。

[Role Name (ロール名)] に、VPCtoSplunkLambdaFirehoseRole と入力し、[許可] を選択します。
32. [次へ] を選択し、配信システムに選択した設定を確認します。次に、[Create delivery stream (配信シ

ステムの作成)] を選択します。

ステップ 3: Amazon からデータを送信する CloudWatch Kinesis Data Firehose (p. 136) に進みます。
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ステップ 3: Amazon からデータを送信する 
CloudWatch Kinesis Data Firehose

このステップではKinesis Data Firehose チュートリアル (p. 131)、Amazon に配信ストリームをサブスク
ライブする CloudWatch log group このステップにより、ログデータがロググループから配信ストリームに
流れるようになります。

ログデータを送信するには CloudWatch 配信ストリームへのログ

この手順では、AWS Command Line Interface(AWS CLI)を作成するには CloudWatch ログイベントを配信
ストリームに送信するログサブスクリプション。

1. 以下の信頼ポリシーをローカルファイルに保存し、ファイルに
VPCtoSplunkCWtoFHTrustPolicy.json という名前を付けます。your-region プレースホル
ダーはご使用の AWS リージョンコードに置き換えてください。

{ 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { "Service": "logs.your-region.amazonaws.com" }, 
    "Action": "sts:AssumeRole" 
  }
}

2. コマンドウィンドウで、VPCtoSplunkCWtoFHPolicy.json を保存したディレクトリに移動して、
次の AWS CLI コマンドを実行します。

aws iam create-role --role-name VPCtoSplunkCWtoFHRole --assume-role-policy-document 
 file://VPCtoSplunkCWtoFHTrustPolicy.json

3. 以下のアクセスポリシーをローカルファイルに保存し、ファイルに
VPCtoSplunkCWtoFHAccessPolicy.json という名前を付けます。必ず交換してください####
##########そしてyour-aws-account-idリージョンの表示AWSリージョンコードとアカウント 
ID。

{ 
    "Statement":[ 
      { 
        "Effect":"Allow", 
        "Action":["firehose:*"], 
        "Resource":["arn:aws:firehose:your-region:your-aws-account-id:deliverystream/
VPCtoSplunkStream"] 
      }, 
      { 
        "Effect":"Allow", 
        "Action":["iam:PassRole"], 
        "Resource":["arn:aws:iam::your-aws-account-id:role/VPCtoSplunkCWtoFHRole"] 
      } 
    ]
}

4. コマンドウィンドウで、VPCtoSplunkCWtoFHAccessPolicy.json を保存したディレクトリに移
動して、次の AWS CLI コマンドを実行します。

aws iam put-role-policy --role-name VPCtoSplunkCWtoFHRole --
policy-name VPCtoSplunkCWtoFHAccessPolicy --policy-document file://
VPCtoSplunkCWtoFHAccessPolicy.json
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5. 交換してください##############そしてyour-aws-account-id次のプレースホルダーAWS CLI
あなたと一緒にコマンドをAWSリージョンコードとアカウント ID を入力してから、コマンドを実行
します。

aws logs put-subscription-filter --log-group-name "VPCtoSplunkLogGroup" --filter-
name "Destination" --filter-pattern "" --destination-arn "arn:aws:firehose:your-
region:your-aws-account-id:deliverystream/VPCtoSplunkStream" --role-arn 
 "arn:aws:iam::your-aws-account-id:role/VPCtoSplunkCWtoFHRole"

ステップ 4: Splunk と Kinesis Data Firehose で結果を確認する (p. 137) に進みます。

ステップ 4: Splunk と Kinesis Data Firehose で結果
を確認する

この例では複数のポイントでデータの流れをモニタリングできます。Kinesis Data Firehose のチュートリ
アル (p. 131)のこのステップでは、Splunk のデータと最終的な送信先を確認し、Kinesis Data Firehose 
を通じてそのフローもモニタリングします。

AWS と Splunk で結果を確認するには

1. Kinesis Data Firehose コンソール (https://console.aws.amazon.com/firehose/) を開きます。
2. 配信ストリームのリストで、副社長CtoSplunkStream。
3. [Monitoring (モニタリング)] タブを選択してグラフを表示します。時間範囲を調整し、定期的に更新ボ

タンを使用してください。
4. Splunk にデータが表示されない場合は、「データが Splunk に配信されない」を参照してください。

Important

結果を確認した後、保持する必要がない AWS リソースがあれば削除して、継続的な料金が発生
しないようにします。
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Amazon Kinesis Data Firehose のト
ラブルシューティング

Kinesis Data Firehose は、データの配信中や処理中にエラーが発生すると、設定された再試行期間が終
了するまで再試行を続けます。データが正常に配信される前に再試行期間が終了すると、Kinesis Data 
Firehose は設定された S3 バックアップバケットにデータをバックアップします。配信先が Amazon S3 
である場合に配信が失敗するか、バックアップ S3 バケットへの配信が失敗すると、Kinesis Data Firehose 
は保持期間が終了するまで再試行を続けます。DirectPut 配信ストリームの場合、Kinesis Data Firehose 
はレコードを 24 時間保持します。データソースが Kinesis データストリームの配信ストリームの場合、
「データ保持期間の変更」の説明に従って、保持期間を変更できます。

データソースが Kinesis データストリームである場合、Kinesis Data Firehose は
DescribeStream、GetRecords、および GetShardIterator の各オペレーションを無期限に再試行し
ます。

配信ストリームで DirectPut が使用されている場合は、IncomingBytes メトリクスと
IncomingRecords メトリクスをチェックして、着信トラフィックの有無を確認します。PutRecord ま
たは PutRecordBatch を使用している場合は、例外をキャッチして再試行してください。ジッターと複
数の再試行を使用するエクスポネンシャルバックオフによる再試行ポリシーをお勧めします。また、API 
を使用する場合は、PutRecordBatch API 呼び出しが成功した場合でも、FailedPutCountコードがレスポ
ンス内のの値をチェックするようにしてください。

配信ストリームがそのソースとして Kinesis データストリームを使用する場合は、ソースデー
タストリームの IncomingBytes メトリクスと IncomingRecords メトリクスを確認しま
す。さらに、配信ストリームに関して DataReadFromKinesisStream.Bytes メトリクスと
DataReadFromKinesisStream.Records メトリクスが生成されていることを確認します。

を使用した配信エラーの追跡については CloudWatch、「」を参照してくださいthe section called “ 
CloudWatch ログによるモニタリング” (p. 107)。

問題点
• データが Amazon S3 に配信されない (p. 138)
• データが Amazon Redshift に配信されない (p. 139)
• データが Amazon OpenSearch Service に配信されない (p. 140)
• データが Splunk に配信されない (p. 140)
• CloudWatch 配信ストリームがログ、 CloudWatch イベント、またはAWS IoTアクションのターゲット

として使用できない (p. 141)
• データの鮮度メトリクスの増加または未発行 (p. 142)
• Apache Parquet へのレコード形式変換が失敗する (p. 143)
• メトリクスが正常であるにもかかわらず、配信先にデータがない (p. 143)
• HTTP エンドポイントのトラブルシューティング (p. 143)

データが Amazon S3 に配信されない
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにデータが配信されない場合は、次の点を確認し
てください。

• Kinesis Data Firehose の IncomingBytes および IncomingRecords メトリクスで、データが 
Kinesis Data Firehose 配信ストリームに正常に送信されていることを確認します。詳細については、「
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CloudWatch メトリクスを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 92)」を参照してくださ
い。

• Lambda によるデータ変換が有効な場合は、Kinesis Data Firehose の ExecuteProcessingSuccess
メトリクスで、Kinesis Data Firehose が Lambda 関数を呼び出そうとしたことを確認します。詳細につ
いては、「 CloudWatch メトリクスを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 92)」を参照し
てください。

• Kinesis Data Firehose の DeliveryToS3.Success メトリクスで、Kinesis Data Firehose が Amazon 
S3 バケットにデータを配置しようとしたことを確認します。詳細については、「 CloudWatch メトリク
スを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 92)」を参照してください。

• すでに有効になっていない場合はエラーログ記録を有効にし、配信の失敗のエラーログを確認します。
詳細については、「 CloudWatch ログを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 107)」を参
照してください。

• Kinesis Data Firehose 配信ストリームで指定した Amazon S3 バケットがまだ存在することを確認しま
す。

• Lambda によるデータ変換が有効な場合は、配信ストリームで指定した Lambda 関数がまだ存在するこ
とを確認します。

• Kinesis Data Firehose 配信ストリームで指定した IAM ロールに、S3 バケットに対するアクセス権
と、Lambda 関数に対するアクセス権 (データ変換が有効な場合) があることを確認します。詳細につい
ては、「Amazon S3 の送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する (p. 49)」を参照して
ください。

• データ変換を使用している場合は、Lambda 関数が、6 MB を超えるペイロードサイズのレスポンスを返
さないようにします。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose のデータ変換」を参照してく
ださい。

データが Amazon Redshift に配信されない
Amazon Redshift クラスターにデータが配信されない場合は、以下の点を確認してください。

データは、Amazon Redshift にロードされる前に S3 バケットに配信されます。データが S3 バケットに配
信されなかった場合は、「データが Amazon S3 に配信されない (p. 138)」を参照してください。

• Kinesis Data Firehose の DeliveryToRedshift.Success メトリクスで、Kinesis Data Firehose が 
S3 バケットから Amazon Redshift クラスターにデータをコピーしようとしたことを確認します。詳細
については、「 CloudWatch メトリクスを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 92)」を参
照してください。

• すでに有効になっていない場合はエラーログ記録を有効にし、配信の失敗のエラーログを確認します。
詳細については、「 CloudWatch ログを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 107)」を参
照してください。

• Amazon Redshift の STL_CONNECTION_LOG テーブルで、Kinesis Data Firehose が正常な接続を確立で
きるかどうかを確認します。このテーブルには、ユーザー名に基づく接続と接続ステータスが表示され
ます。詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「STL_CONNECTION_LOG」を
参照してください。

• 前のチェックで、接続が確立されていることを確認したら、Amazon Redshift の STL_LOAD_ERRORS
テーブルで、COPY の失敗の理由を確認します。詳細については、Amazon Redshift データベース開発
者ガイドの「STL_LOAD_ERRORS」を参照してください。

• Kinesis Data Firehose 配信ストリームの Amazon Redshift 設定が正確で有効であることを確認します。
• Kinesis Data Firehose 配信ストリームで指定した IAM ロールに、Amazon Redshift によるデータのコ

ピー元となる S3 バケットに対するアクセス権と、データ変換用の Lambda 関数に対するアクセス権 
(データ変換が有効な場合) もあることを確認します。詳細については、「Amazon S3 の送信先へのアク
セス権を Kinesis Data Firehose に付与する (p. 49)」を参照してください。

• Amazon Redshift クラスターが Virtual Private Cloud (VPC) にある場合は、クラスターで Kinesis 
Data Firehose の IP アドレスからのアクセスが許可されていることを確認します。詳細については、

139

https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/data-transformation.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_STL_CONNECTION_LOG.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_STL_LOAD_ERRORS.html


Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
データが Amazon OpenSearch Service に配信されない

「Amazon Redshift の送信先へのアクセス権を Kinesis Data Firehose に付与する  (p. 50)」を参照して
ください。

• Amazon Redshift クラスターがパブリックにアクセス可能であることを確認します。
• データ変換を使用している場合は、Lambda 関数が、6 MB を超えるペイロードサイズのレスポンスを返

さないようにします。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose のデータ変換」を参照してく
ださい。

データが Amazon OpenSearch Service に配信され
ない

OpenSearch Service ドメインにデータが配信されない場合は、以下の点を確認してください。

データは配信と同時に Amazon S3 バケットにバックアップできます。S3 バケットにデータが配信されな
かった場合は、「データが Amazon S3 に配信されない (p. 138)」を参照してください。

• Kinesis Data Firehose の IncomingBytes および IncomingRecords メトリクスで、データが 
Kinesis Data Firehose 配信ストリームに正常に送信されていることを確認します。詳細については、「
CloudWatch メトリクスを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 92)」を参照してくださ
い。

• Lambda によるデータ変換が有効な場合は、Kinesis Data Firehose の ExecuteProcessingSuccess
メトリクスで、Kinesis Data Firehose が Lambda 関数を呼び出そうとしたことを確認します。詳細につ
いては、「 CloudWatch メトリクスを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 92)」を参照し
てください。

• Kinesis Data FirehoseDeliveryToAmazonOpenSearchService.Success メトリクスで、Kinesis 
Data Firehose OpenSearch がサービスクラスターにデータのインデックスを作成しようとしたことを確
認します。詳細については、「 CloudWatch メトリクスを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリン
グ (p. 92)」を参照してください。

• すでに有効になっていない場合はエラーログ記録を有効にし、配信の失敗のエラーログを確認します。
詳細については、「 CloudWatch ログを使用した Kinesis Data Firehose のモニタリング (p. 107)」を参
照してください。

• OpenSearch 配信ストリームのサービス設定が正確で有効であることを確認します。
• Lambda によるデータ変換が有効な場合は、配信ストリームで指定した Lambda 関数がまだ存在するこ

とを確認します。
• 配信ストリームで指定した IAM ロールに、 OpenSearch Service クラスターに対するアクセス権

と、Lambda 関数に対するアクセス権 (データ変換が有効な場合) があることを確認します。詳細につ
いては、「Kinesis Data Firehose OpenSearch に公共サービスの送信先へのアクセス権を Kinesis Data 
Firehose に付与する (p. 53)」を参照してください。

• データ変換を使用している場合は、Lambda 関数が、6 MB を超えるペイロードサイズのレスポンスを返
さないようにします。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose のデータ変換」を参照してく
ださい。

データが Splunk に配信されない
Splunk エンドポイントにデータが配信されない場合は、以下の点を確認してください。

• Splunk プラットフォームが VPC にある場合は、必ず Kinesis Data Firehose がアクセスできることを確
認します。詳細については、「VPC の Splunk へのアクセス」を参照してください。

• AWS ロードバランサーを使用した場合、それが Classic Load Balancer であることを確認しま
す。Kinesis Data Firehose は、Application Load Balancer または Network Load Balancer をサポートし
ていません。また、Cookie の失効を無効化した期間ベースのスティッキーセッションを有効にしてくだ
さい。これを行う方法については、「期間ベースのセッション維持」を参照してください。

140

https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/data-transformation.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/data-transformation.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/controlling-access.html#using-iam-splunk-vpc
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-sticky-sessions.html#enable-sticky-sessions-duration


Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド
CloudWatch 配信ストリームがログ、 

CloudWatch イベント、またはAWS IoTア
クションのターゲットとして使用できない

• Splunk プラットフォームの要件を確認します。Splunk Add-on for Kinesis Data Firehose では、Splunk 
プラットフォームバージョン 6.6.X 以降が必要になります。詳細については、「Splunk Add-on for 
Amazon Kinesis Firehose」を参照してください。

• Kinesis Data Firehose と HTTP Event Collector (HEC) ノードの間にプロキシ (Elastic Load Balancing な
ど) がある場合は、スティッキーセッションを有効にして HEC 送達確認 (ACK) をサポートします。

• 有効な HEC トークンを使用していることを確認します。
• HEC トークンが有効であることを確認します。Enable and disable Event Collector tokens を参照してく

ださい。
• Splunk に送信しているデータの形式が正しいかどうかを確認します。詳細については、「Format 

events for HTTP Event Collector」を参照してください。
• 有効なインデックスを使用して HEC トークンと入力イベントが設定されていることを確認します。
• HEC ノードのサーバーエラーのため Splunk へのアップロードが失敗すると、リクエストは自動的に再

試行されます。すべての再試行が失敗すると、データは Amazon S3 にバックアップされます。データ
が Amazon S3 にあるかどうかを確認します。ある場合、そのような障害が発生したことを示します。

• HEC トークンでインデクサの送達確認が有効であることを確認します。詳細については、「Enable 
indexer acknowledgement」を参照してください。

• Kinesis Data Firehose 配信ストリームの Splunk 送信先設定
で、HECAcknowledgmentTimeoutInSeconds の値を増やします。

• Kinesis Data Firehose 配信ストリームの Splunk 送信先設定で、RetryOptions の
DurationInSeconds の値を増やします。

• HEC のヘルスを確認します。
• データ変換を使用している場合は、Lambda 関数が、6 MB を超えるペイロードサイズのレスポンスを返

さないようにします。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose のデータ変換」を参照してく
ださい。

• ackIdleCleanup と言う名前の Splunk パラメータが、true に設定されていることを確認します。こ
れはデフォルトでは false です。このパラメータを true に設定するには、次のことを行います。
• マネージド型の Splunk Cloud デプロイの場合は、Splunk サポートポータルを使用してケースを

送信します。その場合は、HTTP イベントコレクターを有効にし、ackIdleCleanup で true を
inputs.conf に設定して、このアドオンを使用するようにロードバランサーを作成または変更する
ことを Splunk サポートに依頼します。

• 分散された Splunk Enterprise デプロイの場合は、inputs.conf ファイルで ackIdleCleanup パ
ラメータを true に設定します。*nix ユーザーの場合、このファイルは $SPLUNK_HOME/etc/apps/
splunk_httpinput/local/ にあります。 Windows ユーザーの場合、%SPLUNK_HOME%\etc
\apps\splunk_httpinput\local\ にあります。

• シングルインスタンスの Splunk Enterprise デプロイの場合は、inputs.conf ファイルで
ackIdleCleanup パラメータを true に設定します。*nix ユーザーの場合、このファイルは
$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_httpinput/local/ にあります。 Windows ユーザーの場
合、%SPLUNK_HOME%\etc\apps\splunk_httpinput\local\ にあります。

• 詳細については、Troubleshoot the Splunk Add-on for Amazon Kinesis Firehose を参照してください。

CloudWatch 配信ストリームがログ、 CloudWatch 
イベント、またはAWS IoTアクションのターゲット
として使用できない

AWS の一部のサービスは、同じ AWS リージョンにある Kinesis Data Firehose 配信ストリームにメッ
セージおよびイベントのみ送信できます。Kinesis Data Firehose 配信ストリームが他のサービスと同じ
リージョンにあることを確認します。
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データの鮮度メトリクスの増加または未発行
データの鮮度は、配信ストリーム内のデータがどの程度最新であるかを示す指標です。これは、配信スト
リーム内の最も古いデータレコードの経過時間であり、Kinesis Data Firehose がそのデータを取り込んだ
時点から現在の時刻までの時間で測定されます。Kinesis Data Firehose は、データの鮮度をモニタリング
するために使用できるメトリクスを提供します。特定の配信先に関するデータの鮮度メトリクスを確認す
るには、「the section called “ CloudWatch メトリクスを使用したモニタリング” (p. 92)」を参照してくだ
さい。

すべてのイベントまたはすべてのドキュメントのバックアップを有効にする場合は、メイン配信先用と
バックアップ用に 2 つのデータの鮮度メトリクスを別個にモニタリングします。

データの鮮度メトリクスが生成されていない場合は、配信ストリームにアクティブな配信がないことを意
味します。これは、データ配信が完全にブロックされているか、着信データがない場合に発生します。

データの鮮度メトリクスが増え続けている場合は、データ配信が遅れていることを意味します。これは、
次のいずれかの理由で発生します。

• 配信先が配信率に対応できない。トラフィックが多いために Kinesis Data Firehose で一時的なエラー
が発生すると、配信が遅れる場合があります。これは、Amazon S3 以外の配信先で発生しがちです 
( OpenSearch Service、Amazon Redshift、または Splunk で発生することがあります)。配信先に、着信
トラフィックを処理するための十分な容量があることを確認します。

• 配信先が遅い。Kinesis Data Firehose で高レイテンシーが発生すると、データ配信が遅れることがあり
ます。配信先のレイテンシーメトリクスをモニタリングします。

• Lambda 関数が遅い。これにより、データ配信レートが配信ストリームのデータ取り込みレートより
も低くなる場合があります。可能であれば、Lambda 関数の効率を向上させます。たとえば、関数が
ネットワーク IO を実行する場合は、複数のスレッドまたは非同期 IO を使用して並列処理を増やしま
す。また、Lambda 関数のメモリサイズを大きくすることで CPU 割り当てを相応に増やします。これ
により、Lambda 呼び出しが高速化される場合があります。Lambda 関数の設定については、「AWS 
Lambda 関数の設定」を参照してください。

• データ配信中に障害が発生した。Amazon CloudWatch Logs を使用してエラーをモニタリングする
方法については、「」を参照してくださいthe section called “ CloudWatch ログによるモニタリン
グ” (p. 107)。

• 配信ストリームのデータソースが Kinesis データストリームである場合、スロットリングが発生してい
る可能性があります。ThrottledGetRecords メトリクス、ThrottledGetShardIterator メトリ
クス、および ThrottledDescribeStream メトリクスを確認します。Kinesis データストリームに複
数のコンシューマがアタッチされている場合は、以下を考慮してください。
• ThrottledGetRecords メトリクスと ThrottledGetShardIterator メトリクスが高い場合は、

データストリーム用にプロビジョニングするシャードの数を増やすことをお勧めします。
• ThrottledDescribeStream値が高い場合は、kinesis:listshardsで設定したロールに権限を追

加することをお勧めしますKinesisStreamSourceConfiguration。
• 配信先のバッファリングヒントが低い。これにより、配信先に対して Kinesis Data Firehose が行う必要

があるラウンドトリップの数が増える場合があります。バッファリングヒントの値を大きくすることを
検討します。詳細については、「」を参照してくださいBufferingHints。

• 再試行期間が長くなると、エラーの発生数が増えたときに配信が遅れる場合があります。再試行期
間を短縮することを検討してください。また、エラーをモニタリングし、エラーを減らしてくださ
い。Amazon CloudWatch Logs を使用してエラーをモニタリングする方法については、「」を参照して
くださいthe section called “ CloudWatch ログによるモニタリング” (p. 107)。

• 配信先が Splunk である場合、DeliveryToSplunk.DataFreshness が高くても
DeliveryToSplunk.Success が適切であると思われるときは、Splunk クラスターがビジー状態であ
る可能性があります。可能であれば Splunk クラスターを解放します。または、AWS サポートに連絡し
て、Splunk クラスターとの通信に Kinesis Data Firehose が使用するチャネルの数の増加をリクエスト
してください。
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Apache Parquet へのレコード形式変換が失敗する
これは、Set タイプを含む DynamoDB データを取得し、Lambda を介して配信ストリームにストリーム
し、AWS Glue Data Catalog を使用してレコード形式を Apache Parquet に変換する場合に発生します。

AWS Glue クローラで、DynamoDB セットのデータ型 StringSet、NumberSet、BinarySet のイン
デックスが作成されると、SET<STRING>、SET<BIGINT>、SET<BINARY> としてデータカタログにそれ
ぞれ保存されます。ただし、Kinesis Data Firehose がデータレコードを Apache Parquet 形式に変換する
には、Apache Hive データ型が必要です。セット型は有効な Apache Hive データ型ではないため、変換は
失敗します。変換を機能させるには、Apache Hive データ型でデータカタログを更新します。そのために
は、データカタログの set を array に変更します。

AWS Glue データカタログで 1 つ以上のデータ型を set から array に変更するには

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。

2. 左側のペインの [データカタログ] 見出しにある [テーブル] を選択します。
3. テーブルのリストで、1 つ以上のデータ型を変更する必要があるテーブルの名前を選択します。その

テーブルの詳細ページが表示されます。
4. 詳細ページの右上隅にある [Edit schema] ボタンを選択します。
5. [データ型] 列で、最初のデータ型 set を選択します。
6. [Column type] ドロップダウンリストで、set から array に型を変更します。
7. ArraySchemaフィールドに、シナリオに適したデータのタイプに応じてarray<binary>、、または

を入力しますarray<string>。array<int>
8. [更新] を選択します。
9. 他の set 型を array 型に変換するには、前のステップを繰り返します。
10. [Save] (保存) を選択します。

メトリクスが正常であるにもかかわらず、配信先に
データがない

データ取り込みの問題がなく、配信ストリームに関して生成されるメトリクスが正常と思われる場合で
も、配信先にデータが表示されないときは、リーダーロジックを確認します。リーダーがすべてのデータ
を正しく解析していることを確認してください。

HTTP エンドポイントのトラブルシューティング
このセクションでは、Datadog、Dynatrace、MongoDB、New Relic、Splunk、Sumo Logic など、汎用 
HTTP エンドポイントの送信先およびパートナーの送信先にデータを配信する Kinesis Data Firehose を扱
う場合の一般的なトラブルシューティング手順について説明します。 LogicMonitorこのセクションの目的
上、該当するすべての送信先を HTTP エンドポイントと呼びます。

Note

このセクションの情報は、次の送信先には適用されません:Splunk、 OpenSearch 
Service、S3、Redshift。

CloudWatch ログ
FirehoseCloudWatch のログ記録を有効にすることが強く推奨されていま。ログは、送信先への配信中に
エラーが発生した場合にのみ発行されます。
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送信先の例外
ErrorCode: HttpEndpoint.DestinationException

{ 
    "deliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/ronald-
test", 
    "destination": "custom.firehose.endpoint.com...", 
    "deliveryStreamVersionId": 1, 
    "message": "The following response was received from the endpoint destination. 413: 
 {\"requestId\": \"43b8e724-dbac-4510-adb7-ef211c6044b9\", \"timestamp\": 1598556019164, 
 \"errorMessage\": \"Payload too large\"}", 
    "errorCode": "HttpEndpoint.DestinationException", 
    "processor": "arn:aws:lambda:us-east-1:379522611494:function:httpLambdaProcessing"
} 
             

送信先の例外は、Firehose がエンドポイントへの接続を確立し、HTTP リクエストを行うことはできま
すが、200 のレスポンスコードを受信しなかったことを示します。200 ではない 2xx のレスポンスも送信
先の例外になります。Kinesis Data Firehose は、設定されたエンドポイントから受信したレスポンスコー
ドと切り捨てられたレスポンスペイロードを CloudWatch Logs に記録します。Kinesis Data Firehose は、
変更や解釈なしでレスポンスコードとペイロードをログに記録するため、Kinesis Data Firehose の HTTP 
配信リクエストを拒否した正確な理由を提供するのはエンドポイント次第です。これらの例外に関する一
般的なトラブルシューティングのレコメンデーションを次に示します。

• 400: Kinesis Data Firehose の設定ミスにより、不正なリクエストを送信していることを示します。送信
先について、正しい url、一般的な属性、コンテンツのエンコード、アクセスキー、およびバッファリン
グヒントがあることを確認します 必要な設定については、送信先固有のドキュメントを参照してくださ
い。

• 401: 配信ストリームに対して設定したアクセスキーが正しくないか、見つからないことを示します。
• 403: 配信ストリームに対して設定したアクセスキーに、設定済みのエンドポイントにデータを配信する

アクセス許可がないことを示します。
• 413: Kinesis Data Firehose がエンドポイントに送信するリクエストペイロードが大きすぎてエンドポイ

ントで処理できないことを示します。送信先の推奨サイズへバッファリングヒントを下げることを試行
します。

• 429: Kinesis Data Firehose が、送信先が処理できる速度よりも高い速度でリクエストを送信しているこ
とを示します。バッファリング時間を増やしたり、バッファリングサイズを増やしたりして、バッファ
リングヒントを微調整します (ただし、送信先の制限内にとどまります)。

• 5xx: 送信先に問題があることを示します。Kinesis Data Firehose サービスはまだ正常に動作していま
す。

Important

重要: これらは一般的なトラブルシューティングのレコメンデーションですが、特定のエンドポイ
ントではレスポンスコードを提供する理由が異なる場合があり、最初はエンドポイント固有のレ
コメンデーションに従う必要があります。

無効なレスポンス
ErrorCode: HttpEndpoint.InvalidResponseFromDestination

{ 
    "deliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/ronald-
test", 
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    "destination": "custom.firehose.endpoint.com...", 
    "deliveryStreamVersionId": 1, 
    "message": "The response received from the specified endpoint is invalid. Contact 
 the owner of the endpoint to resolve the issue. Response for request 2de9e8e9-7296-47b0-
bea6-9f17b133d847 is not recognized as valid JSON or has unexpected fields. Raw response 
 received: 200 {\"requestId\": null}", 
    "errorCode": "HttpEndpoint.InvalidResponseFromDestination", 
    "processor": "arn:aws:lambda:us-east-1:379522611494:function:httpLambdaProcessing"
}

無効なレスポンスの例外は、Kinesis Data Firehose がエンドポイントの送信先から無効なレスポンスを受
信したことを示します。レスポンスがレスポンスの仕様に従う必要があるか、Kinesis Data Firehose が配
信の試行を失敗と見なし、設定された再試行期間を超えるまで同じデータを再配信します。Kinesis Data 
Firehose は、レスポンスには 200 のステータスがあっても、レスポンスの仕様に従わないレスポンスを失
敗として扱います。Kinesis Data Firehose 互換エンドポイントを開発している場合は、レスポンスの仕様
に従って、データが正常に配信されることを確認します。

以下に、一般的な無効なレスポンスの種類とその修正方法を示します。

• 無効な JSON または予期しないフィールド: レスポンスが JSON として正しく逆シリアル化できない
か、予期しないフィールドがあることを示します。レスポンスがコンテンツエンコードされていないこ
とを確認します。

• 見つからない RequestId:レスポンスに requestId が含まれていないことを示します。
• RequestId 一致しない:レスポンス内の requestId と一致しないことを示します。
• タイムスタンプが見つからない: レスポンスにタイムスタンプフィールドが含まれていないことを示しま

す。タイムスタンプフィールドは、文字列ではなく数値でなければなりません。
• コンテンツタイプが見つからない: レスポンスに「content-type: application/json」ヘッダーが含まれてい

ないことを示します。その他の content-type は受け入れられません。

Important

重要: Kinesis Data Firehose は、Firehose リクエストとレスポンスの仕様に従うエンドポイント
にのみデータを配信できます。サードパーティーサービスへの送信先を設定する場合は、パブ
リック取り込みエンドポイントとは異なる可能性がある正しい Kinesis Data Firehose 互換エンド
ポイントを使用していることを確認してください。たとえば、Datadog の Kinesis Data Firehose 
エンドポイントは aws-kinesis-http-intakehttps://.logs.datadoghq.com/ ですが、パブリックエンド
ポイントは https://api.datadoghq.com/ です。

その他の一般的なエラー
追加のエラーコードと定義を以下に示します。

• エラーコード: HttpEndpoint。 RequestTimeout-エンドポイントが応答に 3 分以上かかったことを示しま
す。送信先の所有者である場合は、送信先エンドポイントの応答時間を短くします。送信先の所有者で
ない場合は、所有者に連絡して、応答時間を短縮するために何かできるかどうかを尋ねます (つまり、
バッファリングヒントを減らして、リクエストごとに処理されるデータが少なくなるようにします)。

• エラーコード: HttpEndpoint。 ResponseTooLarge-レスポンスが大きすぎることを示します。レスポン
スは、ヘッダーを含め 1 MiB 未満にする必要があります。

• エラーコード: HttpEndpoint。 ConnectionFailed-設定されたエンドポイントとの接続を確立できなかっ
たことを示します。これは、設定された URL の入力ミス、Kinesis Data Firehose からエンドポイントに
アクセスできない、またはエンドポイントが接続リクエストに応答するのに時間がかかりすぎているこ
とが原因である可能性があります。

• エラーコード: HttpEndpoint。 ConnectionReset-接続が確立されたけれども、エンドポイントによってリ
セットされたか、または途中で閉じられたことを示します。

• エラーコード: HttpEndpoint.SSLHandshakeFailure-設定されたエンドポイントで SSL ハンドシェイクが
正常に完了できなかったことを示します。
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Amazon Kinesis Data Firehose の
クォータ

Amazon Kinesis Data Firehose には、次のクォータがあります。

• 配信ストリームで動的パーティショニングが有効な場合、その配信ストリームに対して作成できるアク
ティブパーティションは 500 個に制限されます。アクティブパーティション数は、配信バッファ内の
アクティブパーティションの総数です。たとえば、動的パーティショニングクエリが 1 秒あたり 3 つの
パーティションを構築し、60 秒ごとに配信をトリガーするバッファのヒント設定がある場合、平均し
て 180 個のアクティブパーティションが作成されます。データがパーティションで配信されると、その
パーティションはアクティブではなくなります。Amazon Kinesis Data Firehose の制限フォームを使用
して、特定の配信ストリームごとに最大 5000 個のアクティブパーティションまで、このクォータの引
き上げをリクエストできます。より多くのパーティションが必要な場合は、より多くのデリバリースト
リームを作成し、アクティブなパーティションをそれら全体に分散できます。

• 配信ストリームで動的パーティショニングが有効な場合、アクティブパーティションごとに 1 GB /秒の
最大スループットがサポートされます。

• デフォルトでは、各アカウントで持つことができる Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、
リージョンごとに最大 50 個です。この数字を超えた場合、CreateDeliveryStream を呼び出す
と、LimitExceededException 例外が発生します。このクォータを引き上げるには、リージョンで
利用可能であればService Quotas を使用します。Service Quotas の使用の詳細については、「クォータ
引き上げのリクエスト」を参照してください。リージョンで Service Quotas が使用できない場合は、
「Amazon Kinesis Data Firehose の制限フォーム」を使用して引き上げをリクエストすることができま
す。

• Direct PUT がデータソースとして設定されている場合、各 Kinesis Data Firehose デリバリーストリーム
は、PutRecordPutRecordBatchとリクエストに対して次のクォータを組み合わせて提供します。
• 米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド) の場合: 50 万レコード/

秒、2,000 リクエスト/秒、5 MiB/秒になります。
• 米国東部 (オハイオ)、米国西部 (北カリフォルニア)、AWS GovCloud (米国西部)、AWS GovCloud 

(米国西部)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (ムンバイ)、アジアパシフィック (ソ
ウル)、アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、アジアパシフィッ
ク (東京)、カナダ (中部)、欧州 (ロンドン)、欧州 (欧州)(パリ)、欧州 (ストックホルム)、中東 (バー
レーン)、南米 (サンパウロ)、アフリカ (ケープタウン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (ストックホルム)、中東 
(バーレーン)、南米 (サンパウロ)、アフリカ (ケープタウン)、欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレー
ン)

クォータの引き上げをリクエストするには、「Amazon Kinesis Data Firehose の制限フォーム]を使用し
ます。3 つのクォータは比例してスケールされます。たとえば米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オ
レゴン)、または欧州 (アイルランド) のスループットクォータを 10 MiB/秒に引き上げると、その他 2 つ
のクォータは 4,000 リクエスト/秒と 1000,000 レコード/秒に引き上がります。

Important

引き上げたクォータが実行中のトラフィックよりもはるかに高い場合、送信先への配信バッチ
は小さくなります。そのため、非効率になり、結果として配信サービスのコストが高くなる
場合があります。現在の実行中のトラフィックと一致するようにクォータを引き上げてくださ
い。トラフィックが増加した場合は、さらにクォータを引き上げてください。
Important

データレコードが小さくなると、コストが高くなる可能性があることに注意してくださ
い。Kinesis Data Firehose の取り込み料金は、サービスに送信するデータレコードの数、すな
わち各レコードのサイズが最も近い 5KB（5120 バイト）に切り上げられた回数に基づきます。
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したがって、同じ量の受信データ (バイト) では、受信レコードの数が多い場合、発生するコス
トが高くなります。たとえば、受信データ量の合計が 5MiB の場合、5,000 レコードを超える
データの送信は、1,000 レコードを使用して同じ量のデータを送信する場合と比べて、コスト
が高くなります。詳細については、AWS 見積りツールの「Kinesis Data Firehose」を参照して
ください。

Note

データソースとして Kinesis Data Streams が設定されている場合、このクォータは適用され
ず、Kinesis Data Firehose のスケールアップとスケールダウンは制限なしで行われます。

• 各 Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、配信先が使用できない場合や、送信元が使用できない場合
や、送信元が使用できない場合や、送信元が使用できない場合や、送信元が使用できない場合 DirectPut 
ソースが Kinesis Data Streams (KDS) で、送信先が使用できない場合、データは KDS の設定に基づい
て保持されます。

• base64-encoding の前に Kinesis Data Firehose に送信されるレコードの最大サイズは、1,000 KiB で
す。

• PutRecordBatch オペレーションは、呼び出しごとに 500 レコードまたは 4 MiB のどちらか小さい方を
受け取ることができます。このクォータは変更できません。

• 次のオペレーションは 1 秒あたり最大 5 つの呼び出しを提供できます (これはハード制限です):
CreateDeliveryStream、DeleteDeliveryStream、DescribeDeliveryStream、ListDeliveryStreams、UpdateDestination、TagDeliveryStream、UntagDeliveryStream、ListTagsForDeliveryStream、StartDeliveryStreamEncryption、StopDeliveryStreamEncryption。

• Amazon S3 配信の場合、バッファサイズのヒントの範囲は、1 MBB～128 MB です。Amazon 
OpenSearch Service (OpenSearch Service) 配信の場合、範囲は 1 MB ～100 MB です。AWS Lambda処
理では、BufferSizeInMBsプロセッサパラメータを使用して 0.2 MB から最大 3 MB までのバッファ
リングヒントを設定できます。サイズのしきい値は、圧縮前のバッファに適用されます。これらのオプ
ションはヒントとして扱われます。Kinesis Data Firehose は、最適な場合には異なる値を使用すること
を選択する場合があります。

• バッファの間隔のヒントの範囲は、60～900 秒です。
• Kinesis Data Firehose から Amazon Redshift への配信では、パブリックアクセス可能な Amazon 

Redshift クラスターのみがサポートされます。
• 再試行の期間の範囲は、Amazon Redshift OpenSearch およびサービス配信で 0～7,200 秒です。
• Kinesis Data Firehose は Elasticsearch バージョン 

1.5、2.3、5.3、5.3、5.3、5.3、5.3、5.3、5.6、5.6、5.6、5.6、5.6、5.6、5.6、5.6、5.6、5.6、5.6 
OpenSearch

• 送信先が Amazon S3、Amazon Redshift、 OpenSearch またはService の場合、Kinesis Data Firehose 
では、シャードごとに最大 5 回の未処理の Lambda 呼び出しが許可されます。Splunk の場合、この
クォータはシャードあたり 10 回の未完了の Lambda 呼び出しとなります。

• CMK のタイプとして CUSTOMER_MANAGED_CMK を使用し、最大 500 個の配信ストリームを暗号化
できます。
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リクエストの形式

付録 - HTTP エンドポイント配信リク
エストとレスポンスの仕様

Kinesis Data Firehose がカスタム HTTP エンドポイントに正常にデータを配信するには、これらのエンド
ポイントがリクエストを受け入れ、特定の Kinesis Data Firehose リクエストおよびレスポンス形式を使用
してレスポンスを送信する必要があります。このセクションでは、Kinesis Data Firehose サービスがカス
タム HTTP エンドポイントに送信する HTTP リクエストの形式の仕様と、Kinesis Data Firehose サービス
が期待する HTTP レスポンスの形式の仕様について説明します。HTTP エンドポイントは、Kinesis Data 
Firehose がそのリクエストをタイムアウトする前の 3 分以内にリクエストに応答します。Kinesis Data 
Firehose は、適切な形式に従わないレスポンスを配信の失敗として扱います。

トピック
• リクエストの形式 (p. 148)
• レスポンスの形式 (p. 150)
• 例 (p. 152)

リクエストの形式
パスと URL パラメータ

これらは、単一の URL フィールドの一部として直接設定されます。Kinesis Data Firehose は、変更な
しに設定されたとおりにそれらを送信します。https 送信先のみがサポートされます。URL 制限は、
配信ストリーム設定時に適用されます。

Note

現在、HTTP エンドポイントデータ配信では、ポート 443 のみがサポートされています。
HTTP ヘッダー - X-Amz-Firehose-Protocol-Version

このヘッダーは、リクエスト/レスポンス形式のバージョンを示すために使用されます。現在バージョ
ンは 1.0 のみです。

HTTP ヘッダー - X-Amz-Firehose-Request-Id

このヘッダーの値は不透明な GUID であり、デバッグや重複排除に使用できます。エンドポイントの
実装では、成功したリクエストと失敗したリクエストの両方について、可能であれば、このヘッダー
の値をログ記録する必要があります。リクエスト ID は、同じリクエストを複数回試行しても同じに保
たれます。

HTTP ヘッダー - Content-Type

Content-Type ヘッダーの値は常に application/json です。
HTTP ヘッダー - Content-Encoding

Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、リクエストを送信するときに GZIP を使用して本文を圧縮
するように設定できます。この圧縮を有効にすると、標準的な方法に従って Content-Encoding ヘッ
ダーの値は gzip に設定されます。圧縮が有効にされない場合、Content-Encoding ヘッダーはまった
く存在しません。

HTTP ヘッダー - Content-Length

これは標準的な方法で使用されます。
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リクエストの形式

HTTP ヘッダー-X-Amz-Firehose-Source-Arn:

ASCII 文字列形式で表される Kinesis Data Firehose 配信ストリームの ARN。ARN 
はリージョン、AWS アカウント ID およびストリーム名をエンコードします。例え
ば、arn:aws:firehose:us-east-1:123456789:deliverystream/testStream。

HTTP ヘッダー - X-Amz-Firehose-Access-Key

このヘッダーは API キーまたはその他の認証情報を運びます。delivery-stream を作成または更新する
ときに、API キー (別名、認証トークン) を作成または更新できます。Kinesis Data Firehose では、ア
クセスキーのサイズが 4096 バイトに制限されます。Kinesis Data Firehose は、このキーを一切解釈
しようとしません。設定されたキーは、このヘッダーの値に逐語的にコピーされます。

コンテンツは任意であり、JWT トークンまたは ACCESS_KEY を表すことができます。エンドポイン
トで複数フィールドの認証情報 (ユーザー名やパスワードなど) が必要な場合は、すべてのフィールド
の値を、エンドポイントが認識できる形式 (JSON または CSV) で 1 つのアクセスキー内にまとめて保
存する必要があります。元の内容がバイナリである場合、このフィールドは base-64 でエンコードで
きます。Kinesis Data Firehose は、設定された値を変更やエンコードせず、コンテンツをそのまま使
用します。

HTTP ヘッダー - X-Amz-Firehose-Common-Attributes

このヘッダーは、リクエスト全体やリクエスト内のすべてのレコードに関連する共通の属性 (メタデー
タ) を保持します。これらは、配信ストリームの作成時にユーザーが直接設定します。この属性の値
は、次のスキーマを使用して JSON オブジェクトとしてエンコードされます。

"$schema": http://json-schema.org/draft-07/schema#

properties: 
  commonAttributes: 
    type: object 
    minProperties: 0 
    maxProperties: 50 
    patternProperties: 
      "^.{1,256}$": 
        type: string 
        minLength: 0 
        maxLength: 1024     

例を示します。

"commonAttributes": { 
    "deployment -context": "pre-prod-gamma", 
    "device-types": "" 
  } 
                     

本文 - 最大サイズ

最大本文サイズはユーザーによって設定され、圧縮前に最大 64 MiB まで設定できます。
本文 - スキーマ

本文には、次の JSON スキーマ (YAML で記述) を持つ 1 つの JSON ドキュメントが含まれます。

"$schema": http://json-schema.org/draft-07/schema#

title: FirehoseCustomHttpsEndpointRequest
description: > 
  The request body that the Firehose service sends to 
  custom HTTPS endpoints.
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レスポンスの形式

type: object
properties: 
  requestId: 
    description: > 
      Same as the value in the X-Amz-Firehose-Request-Id header, 
      duplicated here for convenience. 
    type: string 
  timestamp: 
    description: > 
      The timestamp (milliseconds since epoch) at which the Firehose 
      server generated this request. 
    type: integer 
  records: 
    description: > 
      The actual records of the Delivery Stream, carrying  
      the customer data. 
    type: array 
    minItems: 1 
    maxItems: 10000 
    items: 
      type: object 
      properties: 
        data: 
          description: > 
            The data of this record, in Base64. Note that empty 
            records are permitted in Firehose. The maximum allowed 
            size of the data, before Base64 encoding, is 1024000 
            bytes; the maximum length of this field is therefore 
            1365336 chars. 
          type: string 
          minLength: 0 
          maxLength: 1365336

required: 
  - requestId 
  - records 
                     

例を示します。

{ 
  "requestId": "ed4acda5-034f-9f42-bba1-f29aea6d7d8f", 
  "timestamp": 1578090901599 
  "records": [ 
    { 
      "data": "aGVsbG8=" 
    }, 
    { 
      "data": "aGVsbG8gd29ybGQ=" 
    } 
  ]
} 
                     

レスポンスの形式
エラー時のデフォルトの動作

レスポンスが以下の要件に適合しない場合、Kinesis Firehose サーバーは本文なしで 500 ステータス
コードがあるかのように処理します。
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レスポンスの形式

ステータスコード

HTTP ステータスコードは 2XX、4XX、または 5XX でなければなりませんす。

Kinesis Data Firehose サーバーはリダイレクト (3XX ステータスコード) に従いません。HTTP/EP へ
のレコードの正常な配信と見なされるのは、レスポンスコード 200 のみです。レスポンスコード 413 
(サイズを超過) は永続的な障害と見なされ、レコードバッチが設定されている場合、エラーバケット
に送信されません。その他のすべてのレスポンスコードは、再試行可能なエラーとみなされ、後で説
明するバックオフ再試行アルゴリズムの対象となります。

ヘッダー - コンテンツタイプ

許容できるコンテンツタイプは application/json です。
HTTP ヘッダー - Content-Encoding

Content-Encoding は使用しないでください。本文は圧縮解除しなければなりません。
HTTP ヘッダー - Content-Length

Content-Length ヘッダーは、レスポンスに本文がある場合、存在しなければなりません。
本文 - 最大サイズ

レスポンス本文のサイズは 1 MiB 以下である必要があります。

"$schema": http://json-schema.org/draft-07/schema#

title: FirehoseCustomHttpsEndpointResponse

description: > 
  The response body that the Firehose service sends to 
  custom HTTPS endpoints.
type: object
properties: 
  requestId: 
    description: > 
      Must match the requestId in the request. 
    type: string 
   
  timestamp: 
    description: > 
      The timestamp (milliseconds since epoch) at which the 
      server processed this request. 
    type: integer 
    
  errorMessage: 
    description: > 
      For failed requests, a message explaining the failure. 
      If a request fails after exhausting all retries, the last  
      Instance of the error message is copied to error output 
      S3 bucket if configured. 
    type: string 
    minLength: 0 
    maxLength: 8192
required: 
  - requestId 
  - timestamp 
                     

例を示します。

Failure Case (HTTP Response Code 4xx or 5xx)
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{ 
  "requestId": "ed4acda5-034f-9f42-bba1-f29aea6d7d8f", 
  "timestamp": "1578090903599", 
  "errorMessage": "Unable to deliver records due to unknown error."
}
Success case (HTTP Response Code 200)
{ 
  "requestId": "ed4acda5-034f-9f42-bba1-f29aea6d7d8f", 
  "timestamp": 1578090903599
} 
                     

エラーレスポンスの処理

すべてエラーの場合、Kinesis Data Firehose サーバーは指数バックオフアルゴリズムを使用して
同じレコードのバッチの配信を再試行します。再試行は、ジッタ係数 (15%) の初期バックオフ時
間 (1 秒) を使用してバックオフされ、その後の各再試行はジッタを追加した式 (initial-backoff-time 
* (multiplier(2) ^ retry_count)) を使用してバックオフされます。バックオフ時間は最大 2 分間隔で
制限されます。たとえば、'n' 回目の再試行では、バックオフ時間は = MAX(120sec, (1 * (2^n)) * 
random(0.85, 1,15) になります。

前の数式で指定されたパラメータは変更の対象となります。指数バックオフアルゴリズムで使用され
る正確な初期バックオフ時間、最大バックオフ時間、乗数およびジッタのパーセンテージに関する 
AWS Firehoseのドキュメントを参照してください。

その後の再試行ごとに、レコードが配信されるアクセスキーや送信先が、配信ストリームの更新され
た設定に基づいて変更される場合があります。Kinesis Data Firehose サービスは、再試行全体で同じ
リクエスト ID をベストエフォート方式で使用します。この最後の機能は、HTTP エンドポイントサー
バーによる重複排除の目的で使用できます。許容される最大時間 (配信ストリーム設定に基づく) 後
にリクエストが配信されない場合は、ストリーム設定に基づいてレコードのバッチをオプションでエ
ラーバケットに配信できます。

例
CWLog ソースリクエストの例:

{ 
  "requestId": "ed4acda5-034f-9f42-bba1-f29aea6d7d8f", 
  "timestamp": 1578090901599, 
  "records": [ 
   { 
    "data": { 
      "messageType": "DATA_MESSAGE", 
      "owner": "123456789012", 
      "logGroup": "log_group_name", 
      "logStream": "log_stream_name", 
      "subscriptionFilters": [ 
        "subscription_filter_name" 
      ], 
      "logEvents": [ 
        { 
          "id": "0123456789012345678901234567890123456789012345", 
          "timestamp": 1510109208016, 
          "message": "log message 1" 
        }, 
        { 
          "id": "0123456789012345678901234567890123456789012345", 
          "timestamp": 1510109208017, 
          "message": "log message 2" 
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        } 
      ] 
    } 
   } 
  ]
} 
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ドキュメント履歴
次のテーブルに、Amazon Kinesis Data Firehose ドキュメントの重要な変更を示します。

変更 説明 変更日

動的パーティション
化のサポートを追加

Kinesis Data Firehose でのストリーミングデータの継続
的な動的パーティショニングのサポートが追加されまし
た。「動的パーティショニング (p. 74)」を参照してくだ
さい。

2021 年 8 月 31 日

カスタムプレフィッ
クスについてのト
ピックを追加しまし
た。

Amazon S3 に配信されるデータのカスタムプレフィッ
クスを構築する際に使用できる式についてのトピック
を追加しました。 「カスタム Amazon S3 プレフィック
ス (p. 121)」を参照してください。

2018 年 12 月 20 日

新しい Kinesis Data 
Firehose チュートリ
アルが追加されまし
た

Kinesis Data Firehose を介して Amazon VPC フローロ
グを Splunk に送信する方法を示すチュートリアルを追
加しました。「チュートリアル: Amazon Kinesis Data 
Firehose を使用した Splunk への VPC フローログ送
信 (p. 131)」を参照してください。

2018 年 10 月 30 日

4 つの新しい Kinesis 
Data Firehose リー
ジョンが追加されま
した

パリ、ムンバイ、サンパウロ、ロンドンが追加されまし
た。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose 
のクォータ (p. 146)」を参照してください。

2018 年 6 月 27 日

2 つの新しい Kinesis 
Data Firehose リー
ジョンが追加されま
した

ソウルおよびモントリオールが追加されました。詳細
については、「Amazon Kinesis Data Firehose のクォー
タ (p. 146)」を参照してください。

2018 年 13 月 6 日

ソース機能として
の新しい Kinesis 
Streams

Firehose 配信ストリーム用レコードのための潜在的ソー
スとして追加された Kinesis Streams。詳細については、
「送信元、送信先、および名前 (p. 5)」を参照してくださ
い。

2017 年 8 月 18 日

コンソールドキュメ
ントの更新

配信ストリーム作成ウィザードが更新されました。詳細
については、「Amazon Kinesis Data Firehose 配信スト
リームの作成 (p. 5)」を参照してください。

2017 年 7 月 19 日

新しいデータ変換 データを配信前に変換するように、Kinesis Data Firehose 
を設定できます。詳細については、「Amazon Kinesis 
Data Firehose のデータ変換 (p. 70)」を参照してくださ
い。

2016 年 19 月 12 日

新しい Amazon 
Redshift COPY の再
試行

失敗した場合に、Amazon Redshift クラスターに対
して COPY コマンドを再試行するよう Kinesis Data 
Firehose を設定できます。詳細については、「Amazon 
Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成 (p. 5)」、
「Amazon Kinesis Data Firehose データ配信ストリー
ム (p. 86)」、および「Amazon Kinesis Data Firehose の
クォータ (p. 146)」を参照してください。

2016 年 5 月 18 日

154



Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド

変更 説明 変更日

新しい Kinesis Data 
Firehose 送信先 
OpenSearch サービ
ス

Amazon で配信ストリームを作成できます OpenSearch 
目的地としてのサービス。詳細については、「Amazon 
Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成 (p. 5)」、
「Amazon Kinesis Data Firehose データ配信ストリー
ム (p. 86)」、および「Kinesis Data Firehose OpenSearch 
に公共サービスの送信先へのアクセス権を Kinesis Data 
Firehose に付与する (p. 53)」を参照してください。

2016 年 4 月 19 日

強化された新しい
機能 CloudWatch メ
トリクスとトラブル
シューティング機能

「Amazon Kinesis Data Firehose のモニタリン
グ (p. 92)」および「Amazon Kinesis Data Firehose のト
ラブルシューティング (p. 138)」を更新しました。

2016 年 4 月 19 日

新しい強化された 
Kinesis エージェント

更新済み Kinesis エージェントを使用した Kinesis Data 
Firehose への書き込み (p. 31).

2016 年 4 月 11 日

新しい Kinesis エー
ジェント

Kinesis エージェントを使用した Kinesis Data Firehose へ
の書き込み (p. 31)が追加されました。

2015 年 10 月 2 日

初回リリース Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイドの最初のリ
リース。

2015 年 10 月 4 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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